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The Number of Persons Trained by BDTI is 
Steadily Increasing

nbenes@bdti.or.jp

BDTI’s formation and the CG code have stimulated growth in the market for “director training”, by other 
providers as well.  However, the quality and depth of programs by some new providers are questionable. 

BDTI now provides
“unlimited e-Learning” 
to large companies. It is 
impossible to estimate 
how many persons as 
these companies have 
completed all or some 
of the four modules 
(Company Law, 
Securities Law, 
Governance Basics, 
Practical Governance).

Hence, these numbers 
are conservative 
“educated guesses”. 

Increasing demand for 
semi-customized 
programs for specific 
companies. 

Since 2011: 

BDTI’s topic specific seminars 
have been attended by 2,490
persons. 

BDTI has reached 3,442 
persons in speeches, 
coaching, and educational 
meetings

1,309 persons trained in interactive  
director training courses
(including finance; 2011~6/2018)
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Before3-31-2012

		

						Seminars						One-day director training programs, or similar programs						Private instruction/speeches, many of which fall in the category of　 啓蒙活動 ケイモウカツドウ								E-Learning new users

								人数 ジンスウ				- anyone can participate								人数 ジンスウ														13		boot + juku

				FYE 3-2012		company law		78				熟　 end 2011 ジュク		8		boot		0								98								0		companies

				and before		corruption		35				熟　 feb 2012 ジュク		5		boot		0

						risk management		57										0

						proxy voting		37										0

						amiya-okubo		84										0																418

																		0

																		0

																		0

																		0

																		0

																		0

																										　

				Total				291						13						22						98

																								　		　

				Adjusted				291				director training		13						20

												general

				Adjusted # of events				11						11						6

																		cumulative				# sessions (director training)						# session/persons

														13		塾 ジュク						2						13

														0		Boot						0						0

														0		企業 キギョウ						0						0

																個人 コジン						0

												director training		　														seminars

												FY2011		13								5						291

																						seminars

												cumulative total		13								7						304

																						total # sessions						total # session/persons





to Mar 2013

		

						Seminars						One-day director training programs, or similar programs						Private instruction/speeches, many of which fall in the category of　 啓蒙活動 ケイモウカツドウ								E-Learning new users

								人数 ジンスウ				- anyone can participate								人数 ジンスウ														66		boot + juku

				FYE 3-2013		1		32				12-May-12		12		boot		1		30		日米協会 ニチベイキョウカイ				59								0		companies

						2		13				23-Jun-12		8		boot		2		40		ＣＬＳＡ

						3		89				25-Sep-12		6		boot		3		8		企業研究会 キギョウケンキュウカイ

						4		23				16-Nov-12		6		boot		4		10		ＴＳＩ Ｉnternational **

						5		39				20-Feb-13		10		boot		5		2		ＮＴＴ Learning **		（1.5 hours x 12回） カイ										418

						6		19				3-Jul-12		9		塾 ジュク		6		8		事業創造大学大学院 ジギョウソウゾウダイガクダイガクイン

						7		63				3-Dec-12		10		塾 ジュク		7		30		一橋大学 ヒトバシダイガク

						8		16				7-Mar-13		5		塾 ジュク		8		4		ＮＴＴ Learning社員 シャイン		　　（not 啓蒙活動） ケイモウカツドウ

						9		15						11		sumida		9		13		無料体験 ムリョウタイケン

						10		40						9		S.P		10				　

						11		167										11

						12												12				** 間違った理解で収益事業として計上された。 マチガリカイシュウエキジギョウケイジョウ

						13												13

						14												14

						15												15				6		啓蒙 ケイモウ

																										　

				Total				516						86						167						59

																								　		　

				Adjusted				516				director training		91				Ａｄｊｕｓｔｅｄ		155				from prior year		98

												general + customized

																		cumulative		175				cumulative		157

				Adjusted # of events				11						11						6

				From prior years				291

																		cumulative				# sessions (dir. training)		cumulative		# session/persons		cumulative

				Cumulative				807				3		24		塾 ジュク		37				3		5		24		37

												5		42		Boot		42				5		5		42		42

												3		23		企業 キギョウ		23				3		3		23		23

														2		個人 コジン		2				2		2		2		2

												director training		　

												FY2011		13		塾 ジュク				Total		13		15		91		104

																						11		16		516		807

												cumulative director		104								seminars		# seminars		seminars

												all programs		113

																						24		31		607		911

																						total # sessions		total # sessions		total # session/persons		total # session/persons

																								cumulative

																						6		6		155		175

																						# speeches		# speeches		#speeches/person		#speeches/person





to Mar 2014 

				2013年度の実績 ネンドジッセキ						2014年3月31日現在 ネンガツニチゲンザイ

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム ヤクイン								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名) シンキシャメイマタコジンメイ		販売数 ハンバイスウ

								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ

				1		年金運用のガバナンス ネンキンウンヨウ		39				1		Boot Camp June 4th		11				1		Green Mondays		15				1		ＮＤＳ		11										70		boot +juku

				2		タイ王国法務省 オウコクホウムショウ		41				2		国際ガバナンス塾７月１日 コクサイジュクガツニチ		9				2		Roppongi Bar Association		25				2		坪山　尚史 ツボヤマナオフミ		1										43		companies

				3		三品先生 ミシナセンセイ		76				3		サトー Holdings		14				3		JP Morgan		80				3		坂本　佳世子		1

				4		竹内先生 タケウチセンセイ		21				4		Boot Camp  July 30th		10				4		JSSM		30				4		アンリツ		11

				5		D&O 保険 ホケン		21				5		Lexis Nexis		19				5		Dieter Haberl		1				5		堀井　達正		1

				6		ISS-石田様　（セミナー） イシダサマ		56				6		国際ガバナンス塾9月13日 コクサイジュクガツニチ		6				6		Waseda Exec. MBA		15				6		影浦　正一		1

				7		ESGとStewardship, CG コード		124				7		NTT Comm. (ガバナンス・遵守） ジュンシュ		20				7		T.R.		1				7		斉藤　佳男 サイトウヨシオ		1

				8		監査等委員会設置会社 カンサナドイインカイセッチカイシャ		27				8		Boot Camp October 11th		10				8		事業創造大学（二回） ジギョウソウゾウダイガクニカイ		30				8		ガバナンス塾参加者 ジュクサンカシャ		21

				9		監査等委員会設置会社 カンサナドイインカイセッチカイシャ		44				9		富士電機 - 09-28 フジデンキ		8				9		Waseda Exec. MBA		15				9		Boot Camp 参加者 サンカモノ		12

				10		監査役と監査委員会 (ACGA) カンサヤクカンサイインカイ		61				10		富士電機 - 11-26 フジデンキ		4				10		Hastingｓ Law School		40				10

				11								11		国際ガバナンス塾12月3日 コクサイジュクガツニチ		6				11		加藤様 カトウサマ		3				11

				12								12		Boot Camp Dec. 12th		10				12		ECOA Conference (Korea)		40				12

				13								13		富士電機 - 12-18 フジデンキ		15				13		同志社大学法科大学院 ドウシシャダイガクホウカダイガクイン		4				13

				14								14		富士電機 - 1-21 フジデンキ		4				14		ABMC Confernce 2013(大阪） オオサカ		30				14

				15								15		富士電機 - 2-18 フジデンキ		4				15		情報セキュリティ大学院大学 ジョウホウダイガクインダイガク		35				15																		NEB privately

				16								16		Boot Camp Feb. 20th		8				16		株式会社ハーモニーレジデンス		45				16																		日本経済再生本部金融調査会 ニホンケイザイサイセイホンブキンユウチョウサカイ		25

				17								17		富士電機 - 3-11 フジデンキ		9				17		German-Japan Association		25				17

				18								18		信越ポリマー シンエツ		11				18		JP Morgan Asset Management		8				18

				19								19		市光　３月２７日 イチヒカリガツニチ		9				19		ACGA		1				19

				合計 ゴウケイ				510								187		　						443								60

																						啓蒙（累計） ケイモウ		618						E-ラーニング（累計）		217

						前年度からの類型 ゼンネンドルイケイ		807						内、定期研修プログラムの人数 ウチテイキケンシュウジンスウ		70						累計 ルイケイ		618						累計 ルイケイ		217

														役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ		113		合計 ゴウケイ

						２０１１年からの累計 ネンルイケイ		1,317								21		塾 ジュク

																49		boot

																43		企業 キギョウ

																0		個人 コジン

																55		コンプライアンス

																19		その他

																70		boot + 塾 ジュク

																113		check all director training

																300		all

																55		compliance

														２０１４年度合計 ネンドゴウケイ		187		Comp.を含む フク

														前年度からの類型 ゼンネンドルイケイ		104		全てのプログラム スベ

														２０１１年からの累計 ネンルイケイ		291		全て スベ						セッション数 スウ								累計セッション数 ルイケイスウ						セッション人 ヒト				累計セッション人 ルイケイヒト

																217		役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ						11								26						113				217

																58		塾 ジュク		3				3								8						21				58

																91		boot		5				5								10						49				91

																66		企業 キギョウ		3				3								6						43				66

																2		個人 コジン						0								2						0				2

																55		コンプライアンス						7								7						55				55

														２０１１年からコンプライアンスの累計 ネンルイケイ		19		その他						1								1						19				19

														全ての累計-check スベルイケイ		291		コンプライアンスを含む フク						19		合計 ゴウケイ						34		合計 ゴウケイ				187		合計 ゴウケイ		291		合計 ゴウケイ

																								10								26						510				1,317

																								セミナー								セミナー						セミナー				セミナー

																								39								70						697				1,608		1608

																								セッション総数 ソウスウ								セッション総数 ソウスウ						セッション人総数 ヒトソウスウ				セッション人総数 ヒトソウスウ

																								19								25						443				618

																								講義・コーチング総数 コウギソウスウ								講義・コーチング総数 コウギソウスウ						講義・コーチング総数 コウギソウスウ				講義・コーチング総数 コウギソウスウ

				1		41,431						1		41,429						1								1								0

				2		41,466						2		41,456						2								2								0

				3		41,479						3		41,478						3								3								0

				4		41,514						4		41,485						4								4								0

				5		41,547						5		41,530						5								5								0

				6		41,577						6		41,541						6								6								0

				7		41,603						7		41,558						7								7								0

				8								8		41,575						8								8								0

				9								9		41,604						9								9								0

				10								10		41,611						10								10								0

				11								11		41,620						11								11								0

				12								12		41,626						12								12								0

				13								13		41,295						13								13								0

				14								14		41,323						14								14								0

				15								15		41,351						15								15								0

				16								16								16								16								0

				17								17								17								17								0

				19								19								19								19								0

				　

				　





to Mar 2015

				2014年度の実績 ネンドジッセキ

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム ヤクイン								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名) シンキシャメイマタコジンメイ		販売数 ハンバイスウ						Consulting

								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ

				1		コーポレート・ガバナンス・コード		136				1		富士電機 フジデンキ		8				1		ＢＷ		1				1		ガバナンス塾参加者 ジュクサンカシャ		33				1

				2		スチュワードシップ、エンゲージメント		45				2		English Financial Statements		9				2		日本経済再生本部金融調査会 ニホンケイザイサイセイホンブキンユウチョウサカイ		25				2		Boot Camp 参加者 サンカモノ		8				2

				3		取締役会はサイバー攻撃 9-30		22				3		富士電機 - 4-2 フジデンキ		2				3		UCLA Anderson School		11				3		森　豊 モリユタカ		1				3

				4		グローバル化する企業リスク -10-6		21				4		Director Boot Camp 4-4		6				4		Council of Inst. Investors - 5-7		60				4		Keith Richardson		1				4

				5		グローバル、コミュニケーション10-16		37				5		富士電機 - 4-2 フジデンキ		2				5		Matthews Asia  Board - 5-13		12				5		成澤　真 ナルサワマコト		1				5

				6		取締役会のためのM&A知識 11-14 トリシマリヤクカイ		35				6		富士電機 - 4-9 フジデンキ		2				6		HBS team - 6-23		3				6		ニチレイ		14				6

				7		CGコードの実施 03-06 ジッシ		120				7		富士電機 - 4-10 フジデンキ		1				7		CEO Insights Exec Group		9				7		BNPパリバ		7				7

				8								8		富士電機 - 4-15 フジデンキ		9				8		Chatham House　名古屋8-31 ナゴヤ		350				8		リロホールディング		30				8

				9								9		富士電機 - 5-20 フジデンキ		9				9		素敵女子会 ステキジョシカイ		19				9		小林　久一 コバヤシヒサカズ		1				9

				10								10		Prudential (corp. secretaries)		10				10		SGIM - CG Code and IR		26				10		桑江　曜子 クワエヨウコ		1				10

				11								11		Director Boot Camp 6-12		10				11		“シャイン・ウィークス”夕パネル		24				11		石内　啓範 イシウチヒロノリ		1				11

				12								12		富士電機 - 6-17 フジデンキ		6				12		金融庁検査局 キンユウチョウケンサキョク		10				12		大和証券 ダイワショウケン		21				12

				13								13		国際ガバナンス塾-6-30 コクサイジュク		8				13		慶応ＭＢＡ大学院 -10-2 ケイオウダイガクイン		40				13		セブン＆アイHldgs		15				13

				14								14		Director Boot Camp 7-8		6				14		ICGJ Speech		57				14		六興電気 ロッコウデンキ		5				14

				15								15		BNP Paribas -7-17		9				15		Symposium: CGとアベノミクス		90				15		トイザらス		5				15

				16								16		富士電機 - 7-24 フジデンキ		2				16		Japan In-House Counsel Net.		40				16		State Street		8				16

				17								17		富士電機 - 8-19 フジデンキ		1				17		Delphi Network		7				17		Others		15				17

				18								18		BNP Paribas -8-26		10				18		Aberdeen investment Mgt. Board		8				18								18

				19								19		Prudential Holdings　9-8		30				19		FIL and Fidelity Funds Board		17				19								19

				20								20		国際ガバナンス塾-9-10 コクサイジュク		7				20		東京都立橘高等学校 トウキョウトリツタチバナコウトウガッコウ		30				20								20

				21								21		富士電機 - 9-18 フジデンキ		1				21		Ernst & Young Interview		4				21								21

				22								22		　女性の国際役員塾-9-19		14				22		法政大学 ホウセイダイガク		24				22								22

				23								23		Director Boot Camp 10-10		10				23		東京大学グループAgents トウキョウダイガク		9				23								23

				24								24		富士電機 - 10-21 フジデンキ		2				24		Braincenter		20				24								24

				25								25		NTT Communications		22				25		Goldman Sachs国内機関投資家 コクナイキカントウシカ		19				25								25

				26								26		六興電気 ロクキョウデンキ		6				26		ＣPPIB		3				26								26

				27								27		7&I Holdiings		15				27		Baillie Gifford		1				27								27

				28								28		ToyS R Us - 11-13		5				28		Mizuho's investor - CDP		1				28								28

				29								29		大和証券　11-15 ダイワショウケン		21				29		Zebra会（藤嶋） カイフジシマ		9				29								29

				30								30		国際ガバナンス塾-11-20 コクサイジュク		8				30								30								30

				31								31		State Street		17				31								31								31

				32								32		Director Boot Camp 12-9		8				32								32								32

				33								33		富士電機 - 12-17 フジデンキ		5				33								33								33

				34								34		富士電機 - 12-25 フジデンキ		1				34								34								34

				35								35		富士電機 - 01-20 フジデンキ		5				35								35								35

				36								36		富士電機 - 02-17 フジデンキ		1				36								36								36

				37								37		国際ガバナンス塾-2-24 コクサイジュク		9

				38								38		Director Boot Camp 3-3		8

				39								39		富士電機 -         3-17 フジデンキ		6

				合計 ゴウケイ				416								311								929								167								0

																						啓蒙（累積） ケイモウルイセキ		1547						E-ラーニング（累積） ルイセキ		384

						前年度からの類型 ゼンネンドルイケイ		1,317						役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ		229		＜－		includes Advanced Financials (E)				1547				累積 ルイセキ				384				累積 ルイセキ

														塾 ジュク		46		＜－		5		courses given

						２０１１年からの累計 ネンルイケイ		1,733						Boot		48		＜－		6		courses given

														企業 キギョウ		126		＜－		10		courses given

														個人 コジン		0				check for all- but no double count BNP				302								役員研修ーw/o Advanced ヤクインケンシュウ						220

														Advanced Financials-E		9

														コンプライアンス		63

														その他 タ		10				includes Pru secretaries

																94		boot + 塾 ジュク

																229		check all director training

																302		all

																63		compliance

														２０１5年度合計 ネンドゴウケイ		302		コンプライアンスを含む フク

														前年度からの類型 ゼンネンドルイケイ		291		全てのプログラム スベ

														２０１１年からの累計 ネンルイケイ		593		全てのプログラム スベ						セッション数 スウ								累計セッション数 ルイケイスウ						セッション人 ヒト				累計セッション人 ルイケイヒト				Reported in email at end April 2015

																446		役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ						22								48						238				455

																104		塾 ジュク						5								13						46				104				前年度からの累計 ゼンネンドルイケイ		242

																139		boot						6								16						48				139						128		boot

																192		企業 キギョウ						10								16						135				201						81		塾 ジュク

																2		個人 コジン						0								2						0				2						64		企業 キギョウ

																9		Advanced Financials-E						1								1						9				9						2		個人 コジン

																118		コンプライアンス						17								24						63				118						0		Advanced and other

																29		その他						0								1						10				29

																						合計 ゴウケイ		39								73						311				602		602

												　		　										7								33						416				1,733				今年度末時点の累計 コンネンドマツジテンルイケイ		471

																								セミナー								セミナー						セミナー				セミナー						127		塾 ジュク

														全ての累計-check スベルイケイ		593		コンプライアンスを含む フク						46								116						727				2,335		2,335				176		boot

																								セッション総数 ソウスウ								セッション総数 ソウスウ						セッション人総数 ヒトソウスウ				セッション人総数 ヒトソウスウ						190		企業 キギョウ

																								29								99						929				1,547						2		個人 コジン

																								講義・コーチング総数 コウギソウスウ								講義・コーチング総数 コウギソウスウ						講義・コーチング総数 コウギソウスウ				講義・コーチング総数 コウギソウスウ						9		Advanced + other

				1		41,431						1		41,429						1								1								1

				2		41,466						2		41,456						2								2								2

				3		41,479						3		41,478						3								3								3

				4		41,514						4		41,485						4								4								4

				5		41,547						5		41,530						5								5								5

				6		41,577						6		41,541						6								6								6

				7		41,603						7		41,558						7								7								7

				8								8		41,575						8								8								8

				9								9		41,604						9								9								9

				10								10		41,611						10								10								10

				11								11		41,620						11								11								11

				12								12		41,626						12								12								12

				13								13		41,295						13								13								13

				14								14		41,323						14								14								14

				15								15		41,351						15								15								15

				16								16								16								16								16

				17								17								17								17								17

				19								19								19								19								19

				　

				　





to Mar 2016

				2015年度の実績 ネンドジッセキ

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム ヤクイン								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名) シンキシャメイマタコジンメイ		販売数 ハンバイスウ						Consulting

								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ																熟 ジュク		Boot				compliance		e-Learning

				1		ROE, ROEC, 資本効率セミナー シホンコウリツ		136				1		アイセイ薬局 ヤッキョク		9				1		DIJ Seminar-CG Code- Driver?		38				1		Relo Holdings 5-2015		7				1		東急建設 トウキュウケンセツ		2		sessions		42,108		2011		13								98

				2		BDTI/DIJ- Governance Training		36				2		富士電機-4-13 フジデンキ		15				2		CLSA lunch seminar		10				2		個人 コジン		2				2		LIXIL		17		multiple		42,108		2012		68		23						59

				3		CG コード勉強会-4-21 ベンキョウカイ		30				3		Boot Camp "Refresher" Course		8				3		HBS Study Group		8				3		マルイ		18				3		アイセイ薬局 ヤッキョク		5		sessions		42,110		2013		167		43				55		60

				4		CG コード勉強会-5-13 ベンキョウカイ		22				4		富士電機-4-17 フジデンキ		1				4		FIL (Fidelity)-CLSA		7				4		７＆i		12				4		高島 タカシマ		3		sessions		42,122		2014		103		126				63		167

				5		何のためのＣＧコード（グローバル化） ナンカ		44				5		BNP Paribas		14				5		Women Debutant Dinner		7				5		東急 トウキュウ		33				5		Ｊ－オイル		2		sessions		42,111		2015

				6		業績連動型報酬 ギョウセキレンドウガタホウシュウ		36				6		富士電機-5-12 フジデンキ		6				6		Oasis Capital		1				6		住友重機会工業 スミトモジュウキカイコウギョウ		3				6								42,144

				7		Braincenter 1-22-2016		8				7		国際ガバナンス塾-5-22 コクサイジュク		7				7		Torsten Spiegel		1				7		集合研修 シュウゴウケンシュウ		36				7								42,145				351		192				118		384

				8		独禁法 ドッキンホウ		28				8		Director Boot Camp 6-2		9				8		Columbia Business School 5-20		238				8								8								42,104

				9								9		Company O　海外赴任者 カイガイフニンシャ		12				9		Olver Ziehn, Linstock		2				9		ADD						9								42,142						543

				10								10		マルイグループ		18				10		Glen Wood - Goldman		1				10		ADD						10								42,151

				11								11		アイセイ薬局 ヤッキョク		5				11		Northern Cross		1				11								11								42,164

				12								12		富士電機-6-16 フジデンキ		8				12		Hexavest		1				12								12

				13								13		アイセイ薬局 ヤッキョク		8				13		OPERS -Carol Drake		1				13								13

				14								14		富士電機-7-22 フジデンキ		6				14		Greenlight Cap;ital		1				14								14

				15								15		セブン＆アイ-7-17		12				15		David Hale		1				15								15

				16								16		東急建設-8-3 トウキュウケンセツ		60				16		ニッセイ基礎研究所		11				16								16

				17								17		Director Boot Camp 8-27		10				17		JPMorgan Asset Mgt		8				17								17								1.1612903226

				18								18		国際ガバナンス塾-9-15 コクサイジュク		7				18		CI Fund		1				18								18

				19								19		富士電機-8-18 フジデンキ		2				19		Perry Capital		1				19								19								役員総数 ヤクインソウスウ

				20								20		Director Boot Camp 10-1		6				20		Walter Scott		2				20								20

				21								21		東急建設-役員研修　10-2 トウキュウケンセツヤクインケンシュウ		15				21		ＢＢＣ		1				21								21								東急建設 トウキュウケンセツ

				22								22		アイセイ薬局 ヤッキョク		7				22		NHK World News		1				22								22								LIXIL

				23								23		東急建設-役員研修　10-9 トウキュウケンセツヤクインケンシュウ		15				23		CNN		1				23								23								アイセイ薬局 ヤッキョク

				24								24		富士電機-10-16 フジデンキ		4				24		Richard Katz		1				24								24								高島 タカシマ

				25								25		女性塾-11-4 ジョセイジュク		10				25		Regents of UC		2				25								25

				26								26		アイセイ薬局-11-17 ヤッキョク		7				26		Mizuho Research Study Group		7				26								26

				27								27		富士電機-10-19 フジデンキ		4				27		Italy Central Bank		2				27								27

				28								28		富士電機-11-19 フジデンキ		1				28		Jonathan Alan		1				28								28

				29								29		NTT Communications-11-27		7				29		PGGM		2				29								29

				30								30		国際ガバナンス塾-11-30 コクサイジュク		7				30		Hermes EOS		1				30								30

				31								31		Director Boot Camp 12-8		10				31		Braincenter 8-28		9				31								31

				32								32		富士電機-12-16 フジデンキ		3				32		Goldman Sachs		12				32								32

				33								33		富士電機-12-18 フジデンキ		1				33		Mr. Boling 9-17		3				33								33

				34								34		富士電機-1-19-2016 フジデンキ		4				34		みずほ総研 -9-18 ソウケン		94				34								34

				35								35		Director Boot Camp 2-18-2016		9				35		Prudential Asia Group		100				35								35

				36								36		富士電機-2-19-2016 フジデンキ		3				36		Macquarie Securities		65				36								36

				37								37		国際ガバナンス塾-2-29-2016 コクサイジュク		8				37		女性塾 ジョセイジュク		11				37								37

				38								38		Ｊ－オイルミルズ		10				38		Fidelity Mgt. Research		15				38								38

				39								39		Director Boot Camp 3-17-2016		7				39		Morgan Stanley - 12-4		7				39								39

				40								40		富士電機-3-4-2016 フジデンキ		1				40		JACD - 12-10		111				40								40

				41								41		富士電機-3-15-2016 フジデンキ		8				41		金融庁検査局 キンユウチョウケンサキョク		10				41								41										NEXT YEAR

				42								42								42		METI 組織課 ソシキカ		3				42								42

				43								43								43		Colvin Melvin, Neil Gibson, JC Damerval		3				43								43										Standard?  Hope Int'l?

				44								44								44		Aberdeen Board		8				44								44										Additional 塾？ ジュク

				45								45								45		NBIM		1				45								45										Societe Generale ?

				46								46								46		ACGA		5				46								46										高島 タカシマ		8

				47								47								47		Global Students Group		6				47								47

				48								48								48		Isoyama, Katano		2				48								48										みずほ総研 ソウケン		60

				49								49								49		高島 タカシマ		8				49								49

				50								50								50		Deutche A&W		1				50								50

				51								51								51		滝本ゼミ タキモト		20				51								51

				52								52								52								52								52

				53								53								53								53								53

																																				54

				51								51								51								51

				合計 ゴウケイ				340						Including multiple sessions		364								854								111								29

														Attendees of multiple sesions		51

																						啓蒙（累積） ケイモウルイセキ		2401						E-ラーニング（累積） ルイセキ		495

						前年度からの類型 ゼンネンドルイケイ		1,733						役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ		236				inc Adv. Financials (E) and Refresher				2401				累積 ルイセキ				495				累積 ルイセキ				29		累積 ルイセキ

														塾 ジュク		39				4		courses given

						２０１１年からの累計 ネンルイケイ		2,073						Boot (inc refresher)		59				5		courses given

														企業 キギョウ		130				8		courses given　(does not count multiple)

														個人 コジン		0				check for all- but no double count				313

														Advanced Financials-E		0

														Boot Camp Refresher		8

														コンプライアンス		85

														その他 タ		0				includes XYZ

																98		boot + 塾 ジュク

																236		check all director training

																321		all

																85		compliance

														2016年度合計 ネンドゴウケイ		313		コンプライアンスを含む (not counting multiple sessions) フク

																228		コンプライアンスを含まない (not counting multiple sessions) フク

														前年度からの類型 ゼンネンドルイケイ		593		全てのプログラム スベ

														２０１１年からの累計 ネンルイケイ		906		全てのプログラム スベ						セッション数 スウ								累計セッション数 ルイケイスウ						セッション人 ヒト				累計セッション人 ルイケイヒト				Reported in email at end April 2015

																682		役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ						26								74						271				726

																143		塾 ジュク						5								18						39				143				前年度からの累計 ゼンネンドルイケイ		242

																190		boot (exclude refresher)						5								21						59				198						128		boot

																322		企業 キギョウ						15								31						165				366						81		塾 ジュク

																2		個人 コジン						0								2						0				2						64		企業 キギョウ

																9		Advanced Financials-E						0								1						0				9						2		個人 コジン

																8		Boot Camp Refresher						1								1						8				8						0		Advanced and other

																203		コンプライアンス						17								41						85				203

																29		その他						0								1						0				29

																						合計 ゴウケイ		43								116						356				958

														　																																今年度末時点の累計 コンネンドマツジテンルイケイ		471

																								8								41						340				2,073

																								セミナー								セミナー						セミナー				セミナー						127		塾 ジュク

														全ての累計-check スベルイケイ		906		コンプライアンスを含む フク						51								167						696				3,031		3,031				176		boot

																								セッション総数 ソウスウ								セッション総数 ソウスウ						セッション人総数 ヒトソウスウ				セッション人総数 ヒトソウスウ						190		企業 キギョウ

																								80								179						2430				3,977						2		個人 コジン

																								講義・コーチング総数 コウギソウスウ								講義・コーチング総数 コウギソウスウ						講義・コーチング総数 コウギソウスウ				講義・コーチング総数 コウギソウスウ						9		Advanced + other

																																						count consulting sessions as one person

				1		41,431						1		41,429						1								1								1

				2		41,466						2		41,456						2								2								2

				3		41,479						3		41,478						3								3								3

				4		41,514						4		41,485						4								4								4

				5		41,547						5		41,530						5								5								5

				6		41,577						6		41,541						6								6								6

				7		41,603						7		41,558						7								7								7

				8								8		41,575						8								8								8

				9								9		41,604						9								9								9

				10								10		41,611						10								10								10

				11								11		41,620						11								11								11

				12								12		41,626						12								12								12

				13								13		41,295						13								13								13

				14								14		41,323						14								14								14

				15								15		41,351						15								15								15

				16								16								16								16								16

				17								17								17								17								17

				19								19								19								19								19

				　

				　





to Mar 2017

				FY2016年度の実績 ネンドジッセキ

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム ヤクイン								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名) シンキシャメイマタコジンメイ		販売数 ハンバイスウ						Consulting

								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ																熟 ジュク		Boot				compliance		e-Learning

				1		対話の時代に、将来の総会 タイワジダイショウライソウカイ		35				1		富士電機-4-19 フジデンキ		12				1		年金綜合研究所坪野理事長		2				1		Relo		5				1		高島ー(ボード評価） タカシマヒョウカ		3		Sessions		42,108		2011		13								98

				2		役員と会計監査人Comm.		35				2		Director Boot Camp (Hope) 4-21		7				2		Sadayuki Horie		1				2		高島 タカシマ		8				2						　		42,108		2012		68		23						59

				3		TOBへの対応 タイオウ		23				3		高島-4-25 タカシマ		8				3		Hermes EOS Hans Hirt 4-4		1				3		Optorun		100				3						　		42,110		2013		167		43				55		60

				4		Chief Ethics Officer		34				4		富士電機-5-11 フジデンキ		9				4		Jon Buchanan 4-5		1				4		Seven & i Holdings (1)		12				4						　		42,122		2014		103		126				63		167

				5		Important Role of Training -9-26		7				5		Director Boot Camp 5-12		8				5		Jamie Allen 4-7		1				5		Boot Camp (Hope)		7				5						　		42,111		2015

				6		Cybersecurity Law 10-5		53				6		国際ガバナンス塾-5-31 コクサイジュク		7				6		Motley Fool 4-8		4				6		石塚 イシヅカ		1				6								42,144

				7		企業価値創造 キギョウカチソウゾウ		28				7		Optorun 6-2		13				7		Ken Siazon- Southwestern 4-12		1				7		Boot 5-21		8				7								42,145				351		192				118		384

				8		クラスアクション訴訟-1-23-2016 ソショウ		30				8		Seven & i Holdings (1)		12				8		Seth Fischer - Oasis Mgt 4-12		1				8		ガバナンス塾5-31 ジュク		7												42,104

				9		Metrical+サーチエンジン		45				9		富士電機-6-22 フジデンキ		6				9		Annalisa Barrett-Value Edge Advisors 4-14		1				9		HOYA		100		　										42,142						543

				10								10		Seven & i Holdings 6-30		9				10		Prof Tanimoto @ Waseda 4-18		2				10		Korn Ferry		20		　										42,151

				11								11		Director Boot Camp 7-14		10				11		Ann Maree Moodie 4 -20		1				11		三井住友FG ミツイスミトモ		332		+										42,164

				12								12		富士電機-7-12 フジデンキ		7				12		Mizuho Seminar 4-27		25										　

				13								13		国際ガバナンス塾 7-29		8				13		Prof. Takeuchi 5-9		2

				14								14		BNP Paribas 8-4		9				14		Multicultural Mgt Society 5-13		20

				15								15		富士電機-8-25 フジデンキ		1				15		Prof. Ono - Hitotsubashi ICS 5-17		1

				16								16		JAPEX - 9-7		30				16		Elliott  Advisors  5-18		1

				17								17		Director Boot Camp -SF-9-12		5				17		econvue, Lyric Hale 5-23		1

				18		　						18		富士電機-10-13 フジデンキ		9				18		Nomura Asset Mgt. 6-8		11

				19								19		国際ガバナンス塾-10-21 コクサイジュク		7				19		みずほ証券　7-7 ショウケン		44

				20								20		Director Boot Camp 10-27		9				20		Joe Haldane		1

				21								21		丸井-11-1 マルイ		18				21		MUFJ Trust		11

				22								22		Seven & i Holdings 11-4		14				22		Japan Society San Francisco		12

				23								23		富士電機-11-17 フジデンキ		5				23		Chicago Financial Forum		8

				24								24		NTT Communications 11-30		10				24		CII Chicago		120

				25								25		国際ガバナンス塾-12-8 コクサイジュク		7				25		Institutional Investors in Seattle		6

				26								26		富士電機-12-14 フジデンキ		2				26		Institutional Investors in SF		12

				27								27		Director Boot Camp 12-15		10				27		Institutional Investors etc. in LA		11

				28								28		三井住友ＦＧ-12-16 ミツイスミトモ		8				28		Institutional Investors in Chicago		2

				29								29		富士電機-1-17 フジデンキ		3				29		Quandt Family		1

				30								30		国際ガバナンス塾-2-7 コクサイジュク		7				30		Princeton Theological Seminary		1

				31								31		富士電機-2-15 フジデンキ		2				31		Robeco		3

				32								32		Director Boot Camp 2-17		10				32		ACGA Workshop		75

				33								33		国際ガバナンス塾-3-24 コクサイジュク		7				33		Wellington 11-8, 11-30		4

				34								34		小田急Engineering オダキュウ		11				34		GIC of Singapore 12-2		2

				35								35		富士電機-3-27 フジデンキ		11				35		Institutional Investors at Goldman		8

				36								36								36		CLSA Conference Japan		45

				37								37								37		CLSA Dinner + 個別mtgs コベツ		4

				38								38								38		HJG and friends		4

				合計 ゴウケイ				290						Including multiple sessions		311								451								600								3

														　

																						啓蒙（累積） ケイモウルイセキ		2852						E-ラーニング（累積） ルイセキ		1095

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンスプログラム ヤクイン										講義、コーチング、
その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning ユーザー								Consulting

						前年度から持ち越された累計 ゼンネンドモコルイケイ		2,073						役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ		244		(inc Adv. Financials (E) and Refresher)						2852				累積 ルイセキ				1095				累積 ルイセキ				32		累積 ルイセキ

														塾 ジュク		43		4		courses given																						sessions

						２０１１年からの累計 ネンルイケイ		2,363						Boot (inc refresher)		59		5		courses given

														企業 キギョウ		142		8		courses give (does not count multiple sessions)

														個人 コジン		0		check for all- but no double count						311

														Advanced Financials-E		0

														Boot Camp Refresher		0

														コンプライアンス		67

														その他 タ		0				includes XYZ

																102		boot + 塾 ジュク

																244		check all director training

																311		all

																67		compliance

														2017年度合計 ネンドゴウケイ		311		コンプライアンスを含む (not counting multiple sessions) フク

																244		コンプライアンスを含まない (not counting multiple sessions) フク

														前年度から持ち越されたの累計 ゼンネンドモコルイケイ		906		全てのプログラム スベ

														２０１１年からの累計 ネンルイケイ		1217		全てのプログラム スベ						セッション数 スウ								累計セッション数 ルイケイスウ						セッション人 ヒト				累計セッション人 ルイケイヒト				Reported in email at end April 2015

																926		役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ						25								99						244				970

																186		塾 ジュク						6								24						43				186				前年度からの累計 ゼンネンドルイケイ		242

														435		249		boot (exclude refresher)						7								28						59				257						128		boot

																464		企業 キギョウ						11								42						142				508						81		塾 ジュク

																2		個人 コジン						0								2						0				2						64		企業 キギョウ

																9		Advanced Financials-E						0								1						0				9						2		個人 コジン

																8		Boot Camp Refresher						1								2						0				8						0		Advanced and other

																270		コンプライアンス						17								58						67				270

														　		29		その他						0								1						0				29

																						合計 ゴウケイ		42								158						311				1269

																																														今年度末時点の累計 コンネンドマツジテンルイケイ		471

																								9								50						290				2,363

																								セミナー								セミナー						セミナー				セミナー						127		塾 ジュク

														全ての累計-check スベルイケイ		1217		コンプライアンスを含む フク						51								218						601				3,632		3,632				176		boot

																								セッション総数 ソウスウ								セッション総数 ソウスウ						セッション人総数 ヒトソウスウ				セッション人総数 ヒトソウスウ						190		企業 キギョウ

																								38								217						454				4,431						2		個人 コジン

																								講義・コーチング総数 コウギソウスウ								講義・コーチング総数 コウギソウスウ						講義・コーチング総数 コウギソウスウ				講義・コーチング総数 コウギソウスウ						9		Advanced + other

																																						count consulting sessions as one person

						グローバル人事制度 ジンジセイド								Aflac?																Dai-Ichi Life？

						家族系企業 CG カゾクケイキギョウ								Hoya?																本田技研工業？ ホンダギケンコウギョウ

						ESG (Sustainalytics)								Net One?

						年金ガバナンス関連 ネンキンカンレン								本田技研工業？ ホンダギケンコウギョウ





to Mar 2018

				FY2017年度の実績 ネンドジッセキ

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム ヤクイン								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名) シンキシャメイマタコジンメイ		販売数 ハンバイスウ						Consulting-type 
"teaching"

								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ												Sessions				塾 ジュク		Boot				compliance		e-Learning

				1		日本のファミリー企業		31				1		Director Boot Camp 4-20		4				1		Goldman Sachs　4/4		115				1		individuals		5				1		None						42,108		2011		13								98

				2		信頼回復 シンライカイフク		33				2		富士電機-4-25 フジデンキ		6				2		Class Action勉強 4/11 ベンキョウ		12				2		SMBC無制限 ムセイゲン		450		+		2						　		42,108		2012		68		23						59

				3		CG分析-updateセミナー　10/2		21				3		富士電機-5-16 フジデンキ		5				3		FCCJ presentation		45				3		第一生命無制限 ダイイチセイメイムセイゲン		50		+		3						　		42,110		2013		167		43				55		60

				4		不祥事 - 3-20 フショウジ		42				4		富士電機-6-20 フジデンキ		8				4		SEB		30				4		Relo Hldgs		6				4						　		42,122		2014		103		126				63		167

				5								5		TAC		10				5		Wyegela, Heimer; Hokugo; Okuno		4				5		Seven & i Holdings		31				5						　		42,111		2015

				6								6		Seven & i Holdings (1)		9				6		Andrew Pearse - The Future Fund		1				6		JMA日本能率協会 ニホンノウリツキョウカイ		5				6								42,144

				7								7		Seven & i Holdings (2)		14				7		CLSA - Investors in Europe		70				7		Imagica		20				7								42,145				351		192				118		384

				8								8		ガバナンス塾-5-18 ジュク		8				8		Fidelity Mgt. and Research		13				8		McDonalds Japan		30				8								42,104

				9								9		本田技研工業 ホンダギケンコウギョウ		8				9		GIC (Singapore)		2				9		Aflac		30		　		9								42,142						543

				10								10		ガバナンス塾-7-7 ジュク		6				10		Oppenheimer call		3				10		HOYA		30		　		10								42,151

				11								11		富士電機-7-19 フジデンキ		1				11		CLSA- Clients 9/6		9				11		Optorun		30		+		11								42,164

				12								12		Imagica Hldgs		7				12		Merrill Lynch 9/7/2017		25				12		本田技研工業 ホンダギケンコウギョウ		11		　		12

				13								13		ガバナンス塾-8-23 ジュク		6				13		MetLife (1) and (2)		2				13		NetOne		11				13

				14								14		富士電機-8-24 フジデンキ		3				14		Economist　Network 9/20		40

				15								15		Director Boot Camp 08-30		10				15		JICN 9/21		30						ガバナンス塾 ジュク		80		---		---		as of  03/5/2018

				16								16		JMA		16				16		METI 10/6		6						Boot Camp		14		---		---		as of  03/5/2018

				17								17		富士電機-9/12 フジデンキ		4				17		Sensato 10/12		1

				18		　						18		Mr. H.		1				18		Goldman clients dinner 10/12		25

				19								19		会計フォローアップ講座① カイケイコウザ		18				19		PFA 10/12		2

				20								20		Aflac #1		20				20		METI  10/24		7

				21								21		会計フォローアップ講座② カイケイコウザ		17				21		JIRA Speech		35

				22								22		McDonalds Japan		7				22		CLSA - Investors in Tokyo 12/1		4

				23								23		BNP Paribas		8				23		ERS of Texas 12-1		60

				24								24		NTT Comm		8				24		PCAOB in Washington DC 12-7		2

				25								25		Director Boot Camp 10-26		7				25		CII in Washington DC 12-6		15

				26								26		ガバナンス塾-11-8 ジュク		7				26		CII members conference call 12-20		1

				27								27		富士電機-11/14 フジデンキ		3				27		Makena Capital 12-6		1

				28								28		Seven & i Holdings (3)		10				28		Platinum Investment 12-15		1

				29								29		Aflac #2 11/29		13				29		Hibikiu- Shimizu - 1-15		2

				30								30		富士電機-12-19 フジデンキ		7				30		Future Fund Australia 1-22		2

				31								31		ガバナンス塾-12-22 ジュク		7				31		King Street Fund 1-30		5

				32								32		HOYA - 12-20		9				32		ValueAct 1-31		2

				33								33		富士電機-01-16 フジデンキ		4				33		Nomura Asset 2-1		1

				34								34		Director Boot Camp 1-25		7				34		Church Pension 2-5		1

				35								35		Net One Systems  1/24		11				35		Mondrian 2-6		1

				36								36		ガバナンス塾-2-15 ジュク		8				36		Laborers’ International Union, N.A.		2

				37								37		TAC		16				37		Paradice Investments		1

				38								38		富士電機-2-20 フジデンキ		3				38		Aberdeen Standard		12

												39		富士電機-3-27 フジデンキ		16

												40		ガバナンス塾-3-28 ジュク		8

												41		Healios		15

				合計 ゴウケイ				127						Including multiple sessions		355								590								803								0

														　

																						啓蒙（累積） ケイモウルイセキ		3,442						E-ラーニング（累積） ルイセキ		1,898

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンスプログラム ヤクイン										講義、コーチング、
その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning ユーザー

						セミナー				0				役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動				0				E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名)		販売数		0				Consulting-type
"teaching"

																今年 コトシ

						前年度から持ち越された累計 ゼンネンドモコルイケイ		2,363						役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ		295		(inc Adv. Financials (E) and Refresher)						2991				累積 ルイセキ				1,898				累積 ルイセキ				32		累積 ルイセキ

														塾 ジュク		50		(		7		courses given)																				sessions

						２０１１年からの累計 ネンルイケイ		2,490						Boot (inc refresher)		28		(		4		courses given)

														企業 キギョウ		181		(		16		courses given　(does not count multiple sessions))

														個人 コジン		1		check for all- but no double count						355

														Advanced Financials		35

														Boot Camp Refresher		0

														コンプライアンス		60

														その他 タ		0

																78		boot + 塾 ジュク

																295		check all director training

																355		all

																60		compliance

														2018年度合計 ネンドゴウケイ		355		コンプライアンスを含む (not counting multiple sessions) フク

																295		コンプライアンスを含まない (not counting multiple sessions) フク

														前年度から持ち越されたの累計 ゼンネンドモコルイケイ		1,217		全てのプログラム スベ

														２０１１年からの累計 ネンルイケイ		1,572		全てのプログラム スベ

																1,221		役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ

																236		塾 ジュク

														513		277		boot (exclude refresher)

																645		企業 キギョウ

																3		個人 コジン

																44		Advanced Financials-E

																8		Boot Camp Refresher

																330		コンプライアンス

														　		29		その他

														全ての累計-check スベルイケイ		1572		コンプライアンスを含む フク

																								セッション数 スウ								累計セッション数 ルイケイスウ						セッション人 ヒト				累計セッション人 ルイケイヒト				Reported in email at end April 2015

																								25								99						295				1021

																								6								24						50				193				前年度からの累計 ゼンネンドルイケイ		242

																								7								28						28				226						128		boot

																								11								42						181				547						81		塾 ジュク

																								0								2						1				3						64		企業 キギョウ

																								0								1						35				44						2		個人 コジン

																								1								2						0				8						0		Advanced and other

																								17								58						60				263

																								0								1						0				29

																						合計 ゴウケイ		42								158						355				1313

																																														今年度末時点の累計 コンネンドマツジテンルイケイ		471

																								9								50						127				2,200

																								セミナー								セミナー						セミナー				セミナー						127		塾 ジュク

																								51								218						482				3,513		3,513				176		boot

																								セッション総数 ソウスウ								セッション総数 ソウスウ						セッション人総数 ヒトソウスウ				セッション人総数 ヒトソウスウ						190		企業 キギョウ

																								38								217						590				4,567						2		個人 コジン

																								講義・コーチング総数 コウギソウスウ								講義・コーチング総数 コウギソウスウ						講義・コーチング総数 コウギソウスウ				講義・コーチング総数 コウギソウスウ						9		Advanced + other

																																						count consulting sessions as one person

						グローバル人事制度 ジンジセイド								Aflac?

						家族系企業 CG カゾクケイキギョウ								Hoya?																本田技研工業？ ホンダギケンコウギョウ

						ESG (Sustainalytics)								Net One?

						年金ガバナンス関連 ネンキンカンレン								本田技研工業？ ホンダギケンコウギョウ





to Mar 2019

				FY2018年度の実績 ネンドジッセキ

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム ヤクイン								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名) シンキシャメイマタコジンメイ		販売数 ハンバイスウ						Consulting-type 
"teaching"

								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ												Sessions				塾 ジュク		Boot				compliance		e-Learning

				1		AI & ESG セミナー						1		State Street- 4/5		11				1		Gerry Curtis 4-4		1				1		individuals		5				1		None						42,108		2011		13								98

				2		中期計画 チュウキケイカク						2		Director Boot Camp 4-10		11				2		Rebecca Henderson		1				2		SMBC無制限 ムセイゲン		450		+		2						　		42,108		2012		68		23						59

				3								3		会計セミナー #1-4-23 カイケイ		16				3		CLSA Group 4-12		8				3		第一生命無制限 ダイイチセイメイムセイゲン		50		+		3						　		42,110		2013		167		43				55		60

				4								4		富士電機-4/24 フジデンキ		7				4		Cornwall 4-12		1				4		Relo Hldgs		6				4						　		42,122		2014		103		126				63		167

				5								5		会計セミナー #2-5-7 カイケイ		12				5		Alicia Ogawa 4-16		1				5		Seven & i Holdings		31				5						　		42,111		2015

				6								6		(E)会計セミナー 5-10 カイケイ		14				6		Church Pension-4-17		2				6		JMA日本能率協会 ニホンノウリツキョウカイ		5				6								42,144

				7		Planning stage						7		富士電機-5/15 フジデンキ		3				7		Cambridge Workshop-4-17		45				7		Imagica		20				7								42,145				351		192				118		384

				8		議案と議事録　？ ギアンギジロク						8		Director Boot Camp 5-22		5				8		Nomura Capital Mkts Research-4-18		1				8		McDonalds Japan		30				8								42,104

				9		NASDAQ						9		ガバナンス塾-5-30 ジュク		8				9		Prudential - Women in Finance		60				9		Aflac		30		　		9								42,142						543

				10		　						10		ガバナンス塾-6-04 ジュク		11				10		Hitotsubashi - Professor Shishido		18				10		HOYA		30		　		10								42,151

				11								11		Seven & i Holdings		15				11								11		Optorun		30		+		11								42,164

				12								12								12								12		本田技研工業 ホンダギケンコウギョウ		11		　		12

				13								13		ガバナンス塾-12-22 ジュク						13		CLSA Hong Kong Conference						13		NetOne		11				13

				14								14								14

				15								15		Net One Systems  1/24						15										ガバナンス塾 ジュク				---		---		as of  03/5/2019????

				16								16		富士電機 フジデンキ						16										Boot Camp				---		---		as of  03/5/2019????

				17								17		ガバナンス塾-3-28 ジュク						17

				18		　						18		本田技研工業 ホンダギケンコウギョウ						18

				19								19		JMA						19

				20								20								20

				21								21								21

				22								22								22

				23								23								23

				24								24								24

				25								25								25

				26								26								26

				27								27								27

				28								28								28

				29								29								29

				30								30								30

				31								31								31

				32								32								32

				33								33								33

				34								34								34

				35								35								35

				36								36								36

				37								37								37

				38								38								38

				合計 ゴウケイ				0						Including multiple sessions		113								138								709								0

														　

																						啓蒙（累積） ケイモウルイセキ		2,990						E-ラーニング（累積） ルイセキ		1,804

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンスプログラム ヤクイン										講義、コーチング、
その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning ユーザー

						セミナー				0				役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動				0				E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名)		販売数		0				Consulting-type
"teaching"

																今年 コトシ

						前年度から持ち越された累計 ゼンネンドモコルイケイ		2,490						役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ		88		(inc Adv. Financials (E) and Refresher)						2539				累積 ルイセキ				2,607				累積 ルイセキ				32		累積 ルイセキ

														塾 ジュク		19		(		7		courses given)																				sessions

						２０１１年からの累計 ネンルイケイ		2,490						Boot (inc refresher)		16		(		4		courses given)

														企業 キギョウ		11		(		15		courses given　(does not count multiple sessions))

														個人 コジン		0		check for all- but no double count						98

														Advanced Financials		42

														Boot Camp Refresher		0

														コンプライアンス		10

														その他 タ		0

																35		boot + 塾 ジュク

																88		check all director training

																98		all

																10		compliance

														2018年度合計 ネンドゴウケイ		98		コンプライアンスを含む (not counting multiple sessions) フク

																88		コンプライアンスを含まない (not counting multiple sessions) フク

														前年度から持ち越されたの累計 ゼンネンドモコルイケイ		1,572		全てのプログラム スベ

														２０１１年からの累計 ネンルイケイ		1,670		全てのプログラム スベ

																1,309		役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ

																255		塾 ジュク

														548		293		boot (exclude refresher)

																656		企業 キギョウ

																3		個人 コジン

																86		Advanced Financials-E

																8		Boot Camp Refresher

																340		コンプライアンス

														　		29		その他

														全ての累計-check スベルイケイ		1670		コンプライアンスを含む フク

																								セッション数 スウ								累計セッション数 ルイケイスウ						セッション人 ヒト				累計セッション人 ルイケイヒト				Reported in email at end April 2015

																								25								99						88				814

																								6								24						19				162				前年度からの累計 ゼンネンドルイケイ		242

																								7								28						16				214						128		boot

																								11								42						11				377						81		塾 ジュク

																								0								2						0				2						64		企業 キギョウ

																								0								1						42				51						2		個人 コジン

																								1								2						0				8						0		Advanced and other

																								17								58						10				213

																								0								1						0				29

																						合計 ゴウケイ		42								158						98				1056

																																														今年度末時点の累計 コンネンドマツジテンルイケイ		471

																								9								50						0				2,073

																								セミナー								セミナー						セミナー				セミナー						127		塾 ジュク

																								51								218						98				3,129		3,129				176		boot

																								セッション総数 ソウスウ								セッション総数 ソウスウ						セッション人総数 ヒトソウスウ				セッション人総数 ヒトソウスウ						190		企業 キギョウ

																								38								217						138				4,115						2		個人 コジン

																								講義・コーチング総数 コウギソウスウ								講義・コーチング総数 コウギソウスウ						講義・コーチング総数 コウギソウスウ				講義・コーチング総数 コウギソウスウ						9		Advanced + other

																																						count consulting sessions as one person

						グローバル人事制度 ジンジセイド								Aflac?

						家族系企業 CG カゾクケイキギョウ								Hoya?																本田技研工業？ ホンダギケンコウギョウ

						ESG (Sustainalytics)								Net One?

						年金ガバナンス関連 ネンキンカンレン								本田技研工業？ ホンダギケンコウギョウ





Graphs

		

																																						IRR of BDTI-Trained Companies *

																																						IRR of BDTI-Trained Companies

																																						IRR of TOPIX

				2015-2017																																								対象：個別企業向けの研修を受けて企業２１社。会社によって、複数回の研修を受けた、又は違うグループ(例：子会社の幹部）が研修を受けた。定期研修プログラムに受講生を送った企業を除く。

																								FY2017						FY2018

						FY2011		FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017						cum						cum														＊期間中にIPOをした2社、政府系企業1社を除く。 キカンチュウシャセイフケイキギョウシャノゾ

				eラーニング		98		59		60		167		111		600		803				+		1095						1898

				コンプライアンス研修 ケンシュウ		0		0		55		63		85		67		60						270						330								IRR of BDTI-Trained Companies *		19.1%				Group includes companies that received customized director training from BDTI during the period. Depending on the company, training was given several times, and/or with separate groups (e.g., the case where BDTI gave training to the boards of major subsidiaries of large corporate groups. )

				個別企業役員研修 コベツキギョウヤクインケンシュウ		0		23		43		126		130		142		181				244		464		907		259		645								IRR of BDTI-Trained Companies		17.9%

				定期役員研修 テイキヤクインケンシュウ		13		66		70		94		98		102		78						443						521								IRR of TOPIX		15.4%				* Excluding two companies that completed IPOs during the period, and one company where the Japanese government is a large shareholder.

				会計・財務研修 カイケイザイムケンシュウ		0		0		0		0		9		0		35						9

						FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018

				Director training for specific firms		0		23		43		126		130		142		181						FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018

				"Open" director training courses		13		66		70		94		98		102		78				"Open" director training courses		3		3		5		4		7

				Accounting/finance training		0		0		0		0		9		0		35				Director training for specific firms		3		3		10		8		16

				e-Learning		98		59		60		167		111		600		803				"Director Boot Camp" (English)		5		5		6		5		4

				Compliance training		0		0		55		63		85		67		60				Accounting/finance training		0		0		1		0		2																												対象：個別企業向けの研修を受けて企業２１社。会社によって、複数回の研修を受けた、又は違うグループ(例：子会社の幹部）が研修を受けた。定期研修プログラムに受講生を送った企業を除く。

																						Total		11		11		22		17		29

																																																												＊期間中にIPOをした2社、政府系企業1社を除く。 キカンチュウシャセイフケイキギョウシャノゾ

																																																												BDTI研修企業の株価IRR＊ ケンシュウキギョウカブカ		19.1%

																																																												BDTI研修企業の株価IRR ケンシュウキギョウカブカ		17.9%

																																																												TOPIXのIRR		15.4%

																								FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017

																						定期役員研修 テイキヤクインケンシュウ		3		3		5		4		7								FY2013				FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018

																						個別企業役員研修* コベツキギョウヤクインケンシュウ		3		3		10		8		16								sumida 6807				サトー Holdings		富士電機 - 12-18 フジデンキ		富士電機 - 12-18 フジデンキ		富士電機 - 12-18 フジデンキ		富士電機 - 12-18 フジデンキ

																						Director Boot Camp		5		5		6		5		4												信越ポリマー シンエツ		7&I Holdiings		丸井group マルイ		高島-4-25		Seven & i Holdings (1)

																						会計・財務研修 カイケイザイムケンシュウ		0		0		1		0		2												市光　３月２７日 イチヒカリガツニチ		大和証券　11-15 ダイワショウケン		7&I Holdiings		JAPEX		本田技研工業 ホンダギケンコウギョウ

																						合計 ゴウケイ		11		11		22		17		29												富士電機 - 12-18 フジデンキ				東急建設-8-3 トウキュウケンセツ		Optorun 6-2		Imagica Hldgs

																																																Ｊ－オイルミルズ		Seven & i Holdings		Aflac

																						*セミナーを除く。同一参加者で複数回の場合、一回と数える。																												丸井-11-1 マルイ		McDonalds

																																																		三井住友ＦＧ-12-16 ミツイスミトモ		HOYA

																																																				Net One

																																																				Healios

																																								Start in January

																																								FY2013 Jan		end 2013		end 2014		end 2015		end 2016		end 2017		10-Mar-18

																																						スミダ　 6817		531										1932		1653

																																						サトー Holdings 6287		1460										3425		3505

																																						信越ポリマー  7970 シンエツ		352										1274		1161

																																						市光　 7244 イチヒカリ		152										1130		1085

																																						富士電機   6504 フジデンキ		214										849		780

																																						セブン 3382		2782										4683		4375

																																						大和証券   8601 ダイワショウケン		531										706.9		681

																																						丸井グループ　8252		743										2063		1957

																																						東急建設    1720 トウキュウケンセツ		232										1098		1222

																																						Ｊ－オイルミルズ 2613		2902										3935		3675

																																						高島 8007		2790										2255		2229

																																						国際石油開発帝石  1605		1325										1409		1272

																																						オプトラン　6235										2436		2860		3880

				OLD CHARTS AND DATA - CORRECTED																																		SMFG　8316		3775										4868		4518

																																						本田技研工業   7267 ホンダギケンコウギョウ		3505										3862		3623

																																						イマジカ　6879		342										1175		1108

																								FY2017														アフラック  8686		4875										9830		9540

						FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018						cum														日本マクドナルド 2702		2562										4955		4670

				eラーニング		98		59		60		167		111		600						+		1095														HOYA  7741		1752										5628		5492

				コンプライアンス研修 ケンシュウ		0		0		55		63		85		67								270														ネットワンシステムズ  7518		822										1732		1469

				個別企業役員研修 コベツキギョウヤクインケンシュウ		0		23		43		126		130		142						244		464		907												ヘリオス  4593								1470				1939		1913

				定期役員研修 テイキヤクインケンシュウ		13		66		70		94		98		102								443																						Mid year June IPO

																																								調整後 チョウセイゴ								end of year 12-20

																																								monthly						-1470		0		0		0		1939		14%

																																								Jan end

																																								three year period !

																																																						no IPOs during period		no IPOs or govt held

																																								FY2013 Jan		end 2013		end 2014		end 2015		end 2016		10-Mar-18

																																				1		スミダ　 6817		-100		0		0		0		0		364		29%		29%		29%

																																				2		サトー Holdings 6287		-100		0		0		0		0		235		19%		19%		19%

																																				3		信越ポリマー  7970 シンエツ		-100		0		0		0		0		362		29%		29%		29%

																																				4		市光　 7244 イチヒカリ		-100		0		0		0		0		743		49%		49%		49%

																																				5		富士電機   6504 フジデンキ		-100		0		0		0		0		397		32%		32%		32%

																																				6		セブン 3382		-100		0		0		0		0		168		11%		11%		11%

																																				7		大和証券   8601 ダイワショウケン		-100		0		0		0		0		133		6%		6%		6%

																																				8		丸井グループ　8252		-100		0		0		0		0		278		23%		23%		23%

																																				9		東急建設    1720 トウキュウケンセツ		-100		0		0		0		0		473		36%		36%		36%

																																				10		Ｊ－オイルミルズ 2613		-100		0		0		0		0		136		6%		6%		6%

																																				11		高島 8007		-100		0		0		0		0		81		-4%		-4%		-4%

																																				12		国際石油開発帝石  1605		-100		0		0		0		0		106		1%		1%

																																				13		オプトラン　6235										-100		117		17%

																																				14		SMFG　8316		-100		0		0		0		0		129		5%		5%		5%

																																				15		本田技研工業   7267 ホンダギケンコウギョウ		-100		0		0		0		0		110		2%		2%		2%

																																				16		イマジカ　6879		-100		0		0		0		0		344		28%		28%		28%

																																				17		アフラック  8686		-100		0		0		0		0		202		15%		15%		15%

																																				18		日本マクドナルド 2702		-100		0		0		0		0		193		14%		14%		14%

																																				19		HOYA  7741		-100		0		0		0		0		321		26%		26%		26%

																								FY2017						2018						20		ネットワンシステムズ  7518		-100		0		0		0		0		211		16%		16%		16%

						FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018						cum						cum						21		ヘリオス  4593						-100		0		0		132		14%

				e-Learning		98		59		60		167		111		600								1095						0

				Compliance Training		0		0		55		63		85		67								270						0																				Average		17.9%		18.1%		19.1%

				Company Directorship		0		23		43		126		130		142						244		464		907		0		0		0																		Median		16.1%		16.1%		17.3%

				Standard Directorship		13		66		70		94		98		102								443						0								Nikkei 225 ETF		12,680										22,050

																																								-100		0		0		0		0		174		11.7%

																																						TOPIX 1000		888.51										1,818

																																								-100		0		0		0		0		205		15.4%

																																																										TOPIXの過去の推移 (終値ベース） カコスイイオワリネ

																																																																				2017"年"12"月"29"日"

																																																										年 ネン				年初		最高		月日		最低		月日		年(月）末 ツキ

																																																										昭24		(1949)		22.06		22.06		5/16		11.95		12/14		12.85

																																																										25		(1950)		12.66		13.24		8/21		9.59		7/ 3		11.57

																																																										26		(1951)		11.58		17.11		10/20		11.58		1/ 4		16.94

																																																										27		(1952)		17.09		33.55		11/22		17.07		1/ 8		33.35

																																																										28		(1953)		33.54		42.18		2/ 4		28.46		4/ 1		33.30

																																																										29		(1954)		32.19		33.22		1/11		26.79		11/13		30.27

																																																										30		(1955)		30.64		39.06		12/28		30.00		3/28		39.06

																																																										31		(1956)		39.40		52.95		12/ 6		38.81		1/25		51.21

																																																										32		(1957)		51.42		54.82		1/21		43.18		12/27		43.40

																																																										33		(1958)		43.48		60.95		12/27		43.48		1/ 4		60.95

																																																										34		(1959)		61.46		90.14		11/30		61.11		1/ 9		80.00

																																																										35		(1960)		79.46		112.53		11/15		79.46		1/ 4		109.18

																																																										36		(1961)		109.97		126.59		7/14		90.86		12/19		101.66

																																																										37		(1962)		101.34		111.45		2/14		83.39		10/30		99.67

																																																										38		(1963)		100.11		122.96		5/10		91.21		12/18		92.87

																																																										39		(1964)		91.61		103.77		7/ 3		87.94		11/11		90.68

						FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016																																												40		(1965)		91.30		105.68		12/28		81.29		7/15		105.68

				e-Learning		98		59		60		167		111						495																																						41		(1966)		106.49		114.51		3/24		105.21		1/19		111.41

				Compliance Training		0		0		55		63		78						196																																						42		(1967)		111.23		117.60		5/31		99.17		12/11		100.89

				Company Programs		0		23		43		126		138						330																																						43		(1968)		100.00		142.95		10/ 2		100.00		1/ 4		131.31

				Standard Directorship		13		68		167		103		61						412		742																																				44		(1969)		132.62		179.30		12/27		132.62		1/ 4		179.30

																																																										45		(1970)		182.63		185.70		4/ 8		147.08		12/ 9		148.35

														277																																												46		(1971)		149.02		209.00		8/14		148.05		1/ 6		199.45

																																																										47		(1972)		199.93		401.70		12/28		199.93		1/ 4		401.70

																																																										48		(1973)		403.92		422.48		1/24		284.69		12/18		306.44

																																																										49		(1974)		304.12		342.47		6/ 5		251.96		10/ 9		278.34

																																																										50		(1975)		276.04		333.11		7/ 2		268.24		1/10		323.43

																																																										51		(1976)		326.28		383.88		12/28		326.28		1/ 5		383.88

																																																										52		(1977)		384.14		390.93		9/29		350.49		11/24		364.08

																																																										53		(1978)		364.04		452.60		12/13		364.04		1/ 4		449.55

																																																										54		(1979)		452.85		465.24		9/29		435.13		7/13		459.61

																																																										55		(1980)		458.80		497.96		10/20		449.01		3/10		494.10

																																																										56		(1981)		495.79		603.92		8/17		495.79		1/ 5		570.31

																																																										57		(1982)		572.38		593.72		12/28		511.52		8/17		593.72

																																																										58		(1983)		592.64		731.82		12/28		574.51		1/25		731.82

																																																										59		(1984)		735.45		913.37		12/28		735.45		1/ 4		913.37

																																																										60		(1985)		916.93		1058.35		7/27		916.93		1/ 4		1049.40

																																																										61		(1986)		1049.13		1583.35		8/20		1025.85		1/21		1556.37

																																																										62		(1987)		1575.31		2258.56		6/11		1557.46		1/13		1725.83

																																																										63		(1988)		1690.44		2357.03		12/28		1690.44		1/ 4		2357.03

																																																										平元 ヒラモト		(1989)		2375.30		2884.80		12/18		2364.33		3/27		2881.37

																																																										2		(1990)		2867.70		2867.70		1/ 4		1523.43		10/ 1		1733.83

																																																										3		(1991)		1740.92		2028.85		3/18		1638.06		12/24		1714.68

																																																										4		(1992)		1763.43		1763.43		1/ 6		1102.50		8/18		1307.66

																																																										5		(1993)		1305.81		1698.67		9/ 3		1250.06		1/25		1439.31

																																																										6		(1994)		1445.97		1712.73		6/13		1445.97		1/ 4		1559.09

																																																										7		(1995)		1553.40		1585.87		12/27		1193.16		6/13		1577.70

														10-14-2015																																												8		(1996)		1631.06		1722.13		6/26		1448.45		12/24		1470.94

						FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016																																												9		(1997)		1480.86		1560.28		6/26		1130.00		12/22		1175.03

				E-ラーニング		98		59		60		167		111						495																																						10		(1998)		1166.63		1300.30		2/10		980.11		10/15		1086.99

				コンプライアンス		0		0		55		63		78						196																																						11		(1999)		1064.92		1722.20		12/30		1048.33		1/ 5		1722.20

				企業研修 キギョウケンシュウ		0		23		43		126		138						330																																						12		(2000)		1717.47		1754.78		2/ 7		1255.16		12/21		1283.67

				定期役員研修プログラム テイキヤクインケンシュウ		13		68		167		103		61						412		742																																				13		(2001)		1280.94		1440.97		5/ 7		988.98		12/17		1032.14

																																																										14		(2002)		1053.96		1139.43		5/24		815.74		12/18		843.29

														277																																												15		(2003)		860.07		1105.59		10/20		770.62		3/11		1043.69

																																																										16		(2004)		1058.99		1217.87		4/14		1022.61		2/4		1149.63

																																																										17		(2005)		1153.38		1663.75		12/29		1109.19		5/18		1649.76

																																																										18		(2006)		1673.07		1783.72		4/7		1458.30		6/13		1681.07

																																																										19		(2007)		1698.95		1816.97		2/26		1437.38		11/22		1475.68

																																																										20		(2008)		1411.91		1430.47		6/4		746.46		10/27		859.24

																																																										21		(2009)		875.91		975.59		8/26		700.93		3/12		907.59

																																																										22		(2010)		915.75		998.90		4/15		803.12		11/2		898.80

																																																										23		(2011)		911.80		974.63		2/21		706.08		11/24		728.61

																																																										24		(2012)		742.99		872.42		3/27		695.51		6/4		859.80

																																																										25		(2013)		888.51		1302.29		12/30		871.88		1/8		1302.29

																																																										26		(2014)		1292.15		1447.58		12/8		1132.76		4/14		1407.51

																																																										27		(2015)		1401.09		1691.29		8/10		1357.98		1/14		1547.30

																																																										28		(2016)		1509.67		1552.36		12/20		1196.28		2/12		1518.61

																																																										29		(2017)		1554.48		1831.93		12/25		1459.07		4/14		1817.56

																																																										Copyright © 1996-2018 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.
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Before3-31-2012

		

						Seminars						One-day director training programs, or similar programs						Private instruction/speeches, many of which fall in the category of　 啓蒙活動 ケイモウカツドウ								E-Learning new users

								人数 ジンスウ				- anyone can participate								人数 ジンスウ														13		boot + juku

				FYE 3-2012		company law		78				熟　 end 2011 ジュク		8		boot		0								98								0		companies

				and before		corruption		35				熟　 feb 2012 ジュク		5		boot		0

						risk management		57										0

						proxy voting		37										0

						amiya-okubo		84										0																418

																		0

																		0

																		0

																		0

																		0

																		0

																										　

				Total				291						13						22						98

																								　		　

				Adjusted				291				director training		13						20

												general

				Adjusted # of events				11						11						6

																		cumulative				# sessions (director training)						# session/persons

														13		塾 ジュク						2						13

														0		Boot						0						0

														0		企業 キギョウ						0						0

																個人 コジン						0

												director training		　														seminars

												FY2011		13								5						291

																						seminars

												cumulative total		13								7						304

																						total # sessions						total # session/persons





to Mar 2013

		

						Seminars						One-day director training programs, or similar programs						Private instruction/speeches, many of which fall in the category of　 啓蒙活動 ケイモウカツドウ								E-Learning new users

								人数 ジンスウ				- anyone can participate								人数 ジンスウ														66		boot + juku

				FYE 3-2013		1		32				12-May-12		12		boot		1		30		日米協会 ニチベイキョウカイ				59								0		companies

						2		13				23-Jun-12		8		boot		2		40		ＣＬＳＡ

						3		89				25-Sep-12		6		boot		3		8		企業研究会 キギョウケンキュウカイ

						4		23				16-Nov-12		6		boot		4		10		ＴＳＩ Ｉnternational **

						5		39				20-Feb-13		10		boot		5		2		ＮＴＴ Learning **		（1.5 hours x 12回） カイ										418

						6		19				3-Jul-12		9		塾 ジュク		6		8		事業創造大学大学院 ジギョウソウゾウダイガクダイガクイン

						7		63				3-Dec-12		10		塾 ジュク		7		30		一橋大学 ヒトバシダイガク

						8		16				7-Mar-13		5		塾 ジュク		8		4		ＮＴＴ Learning社員 シャイン		　　（not 啓蒙活動） ケイモウカツドウ

						9		15						11		sumida		9		13		無料体験 ムリョウタイケン

						10		40						9		S.P		10				　

						11		167										11

						12												12				** 間違った理解で収益事業として計上された。 マチガリカイシュウエキジギョウケイジョウ

						13												13

						14												14

						15												15				6		啓蒙 ケイモウ

																										　

				Total				516						86						167						59

																								　		　

				Adjusted				516				director training		91				Ａｄｊｕｓｔｅｄ		155				from prior year		98

												general + customized

																		cumulative		175				cumulative		157

				Adjusted # of events				11						11						6

				From prior years				291

																		cumulative				# sessions (dir. training)		cumulative		# session/persons		cumulative

				Cumulative				807				3		24		塾 ジュク		37				3		5		24		37

												5		42		Boot		42				5		5		42		42

												3		23		企業 キギョウ		23				3		3		23		23

														2		個人 コジン		2				2		2		2		2

												director training		　

												FY2011		13		塾 ジュク				Total		13		15		91		104

																						11		16		516		807

												cumulative director		104								seminars		# seminars		seminars

												all programs		113

																						24		31		607		911

																						total # sessions		total # sessions		total # session/persons		total # session/persons

																								cumulative

																						6		6		155		175

																						# speeches		# speeches		#speeches/person		#speeches/person





to Mar 2014 

				2013年度の実績 ネンドジッセキ						2014年3月31日現在 ネンガツニチゲンザイ

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム ヤクイン								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名) シンキシャメイマタコジンメイ		販売数 ハンバイスウ

								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ

				1		年金運用のガバナンス ネンキンウンヨウ		39				1		Boot Camp June 4th		11				1		Green Mondays		15				1		ＮＤＳ		11										70		boot +juku

				2		タイ王国法務省 オウコクホウムショウ		41				2		国際ガバナンス塾７月１日 コクサイジュクガツニチ		9				2		Roppongi Bar Association		25				2		坪山　尚史 ツボヤマナオフミ		1										43		companies

				3		三品先生 ミシナセンセイ		76				3		サトー Holdings		14				3		JP Morgan		80				3		坂本　佳世子		1

				4		竹内先生 タケウチセンセイ		21				4		Boot Camp  July 30th		10				4		JSSM		30				4		アンリツ		11

				5		D&O 保険 ホケン		21				5		Lexis Nexis		19				5		Dieter Haberl		1				5		堀井　達正		1

				6		ISS-石田様　（セミナー） イシダサマ		56				6		国際ガバナンス塾9月13日 コクサイジュクガツニチ		6				6		Waseda Exec. MBA		15				6		影浦　正一		1

				7		ESGとStewardship, CG コード		124				7		NTT Comm. (ガバナンス・遵守） ジュンシュ		20				7		T.R.		1				7		斉藤　佳男 サイトウヨシオ		1

				8		監査等委員会設置会社 カンサナドイインカイセッチカイシャ		27				8		Boot Camp October 11th		10				8		事業創造大学（二回） ジギョウソウゾウダイガクニカイ		30				8		ガバナンス塾参加者 ジュクサンカシャ		21

				9		監査等委員会設置会社 カンサナドイインカイセッチカイシャ		44				9		富士電機 - 09-28 フジデンキ		8				9		Waseda Exec. MBA		15				9		Boot Camp 参加者 サンカモノ		12

				10		監査役と監査委員会 (ACGA) カンサヤクカンサイインカイ		61				10		富士電機 - 11-26 フジデンキ		4				10		Hastingｓ Law School		40				10

				11								11		国際ガバナンス塾12月3日 コクサイジュクガツニチ		6				11		加藤様 カトウサマ		3				11

				12								12		Boot Camp Dec. 12th		10				12		ECOA Conference (Korea)		40				12

				13								13		富士電機 - 12-18 フジデンキ		15				13		同志社大学法科大学院 ドウシシャダイガクホウカダイガクイン		4				13

				14								14		富士電機 - 1-21 フジデンキ		4				14		ABMC Confernce 2013(大阪） オオサカ		30				14

				15								15		富士電機 - 2-18 フジデンキ		4				15		情報セキュリティ大学院大学 ジョウホウダイガクインダイガク		35				15																		NEB privately

				16								16		Boot Camp Feb. 20th		8				16		株式会社ハーモニーレジデンス		45				16																		日本経済再生本部金融調査会 ニホンケイザイサイセイホンブキンユウチョウサカイ		25

				17								17		富士電機 - 3-11 フジデンキ		9				17		German-Japan Association		25				17

				18								18		信越ポリマー シンエツ		11				18		JP Morgan Asset Management		8				18

				19								19		市光　３月２７日 イチヒカリガツニチ		9				19		ACGA		1				19

				合計 ゴウケイ				510								187		　						443								60

																						啓蒙（累計） ケイモウ		618						E-ラーニング（累計）		217

						前年度からの類型 ゼンネンドルイケイ		807						内、定期研修プログラムの人数 ウチテイキケンシュウジンスウ		70						累計 ルイケイ		618						累計 ルイケイ		217

														役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ		113		合計 ゴウケイ

						２０１１年からの累計 ネンルイケイ		1,317								21		塾 ジュク

																49		boot

																43		企業 キギョウ

																0		個人 コジン

																55		コンプライアンス

																19		その他

																70		boot + 塾 ジュク

																113		check all director training

																300		all

																55		compliance

														２０１４年度合計 ネンドゴウケイ		187		Comp.を含む フク

														前年度からの類型 ゼンネンドルイケイ		104		全てのプログラム スベ

														２０１１年からの累計 ネンルイケイ		291		全て スベ						セッション数 スウ								累計セッション数 ルイケイスウ						セッション人 ヒト				累計セッション人 ルイケイヒト

																217		役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ						11								26						113				217

																58		塾 ジュク		3				3								8						21				58

																91		boot		5				5								10						49				91

																66		企業 キギョウ		3				3								6						43				66

																2		個人 コジン						0								2						0				2

																55		コンプライアンス						7								7						55				55

														２０１１年からコンプライアンスの累計 ネンルイケイ		19		その他						1								1						19				19

														全ての累計-check スベルイケイ		291		コンプライアンスを含む フク						19		合計 ゴウケイ						34		合計 ゴウケイ				187		合計 ゴウケイ		291		合計 ゴウケイ

																								10								26						510				1,317

																								セミナー								セミナー						セミナー				セミナー

																								39								70						697				1,608		1608

																								セッション総数 ソウスウ								セッション総数 ソウスウ						セッション人総数 ヒトソウスウ				セッション人総数 ヒトソウスウ

																								19								25						443				618

																								講義・コーチング総数 コウギソウスウ								講義・コーチング総数 コウギソウスウ						講義・コーチング総数 コウギソウスウ				講義・コーチング総数 コウギソウスウ

				1		41,431						1		41,429						1								1								0

				2		41,466						2		41,456						2								2								0

				3		41,479						3		41,478						3								3								0

				4		41,514						4		41,485						4								4								0

				5		41,547						5		41,530						5								5								0

				6		41,577						6		41,541						6								6								0

				7		41,603						7		41,558						7								7								0

				8								8		41,575						8								8								0

				9								9		41,604						9								9								0

				10								10		41,611						10								10								0

				11								11		41,620						11								11								0

				12								12		41,626						12								12								0

				13								13		41,295						13								13								0

				14								14		41,323						14								14								0

				15								15		41,351						15								15								0

				16								16								16								16								0

				17								17								17								17								0

				19								19								19								19								0

				　

				　





to Mar 2015

				2014年度の実績 ネンドジッセキ

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム ヤクイン								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名) シンキシャメイマタコジンメイ		販売数 ハンバイスウ						Consulting

								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ

				1		コーポレート・ガバナンス・コード		136				1		富士電機 フジデンキ		8				1		ＢＷ		1				1		ガバナンス塾参加者 ジュクサンカシャ		33				1

				2		スチュワードシップ、エンゲージメント		45				2		English Financial Statements		9				2		日本経済再生本部金融調査会 ニホンケイザイサイセイホンブキンユウチョウサカイ		25				2		Boot Camp 参加者 サンカモノ		8				2

				3		取締役会はサイバー攻撃 9-30		22				3		富士電機 - 4-2 フジデンキ		2				3		UCLA Anderson School		11				3		森　豊 モリユタカ		1				3

				4		グローバル化する企業リスク -10-6		21				4		Director Boot Camp 4-4		6				4		Council of Inst. Investors - 5-7		60				4		Keith Richardson		1				4

				5		グローバル、コミュニケーション10-16		37				5		富士電機 - 4-2 フジデンキ		2				5		Matthews Asia  Board - 5-13		12				5		成澤　真 ナルサワマコト		1				5

				6		取締役会のためのM&A知識 11-14 トリシマリヤクカイ		35				6		富士電機 - 4-9 フジデンキ		2				6		HBS team - 6-23		3				6		ニチレイ		14				6

				7		CGコードの実施 03-06 ジッシ		120				7		富士電機 - 4-10 フジデンキ		1				7		CEO Insights Exec Group		9				7		BNPパリバ		7				7

				8								8		富士電機 - 4-15 フジデンキ		9				8		Chatham House　名古屋8-31 ナゴヤ		350				8		リロホールディング		30				8

				9								9		富士電機 - 5-20 フジデンキ		9				9		素敵女子会 ステキジョシカイ		19				9		小林　久一 コバヤシヒサカズ		1				9

				10								10		Prudential (corp. secretaries)		10				10		SGIM - CG Code and IR		26				10		桑江　曜子 クワエヨウコ		1				10

				11								11		Director Boot Camp 6-12		10				11		“シャイン・ウィークス”夕パネル		24				11		石内　啓範 イシウチヒロノリ		1				11

				12								12		富士電機 - 6-17 フジデンキ		6				12		金融庁検査局 キンユウチョウケンサキョク		10				12		大和証券 ダイワショウケン		21				12

				13								13		国際ガバナンス塾-6-30 コクサイジュク		8				13		慶応ＭＢＡ大学院 -10-2 ケイオウダイガクイン		40				13		セブン＆アイHldgs		15				13

				14								14		Director Boot Camp 7-8		6				14		ICGJ Speech		57				14		六興電気 ロッコウデンキ		5				14

				15								15		BNP Paribas -7-17		9				15		Symposium: CGとアベノミクス		90				15		トイザらス		5				15

				16								16		富士電機 - 7-24 フジデンキ		2				16		Japan In-House Counsel Net.		40				16		State Street		8				16

				17								17		富士電機 - 8-19 フジデンキ		1				17		Delphi Network		7				17		Others		15				17

				18								18		BNP Paribas -8-26		10				18		Aberdeen investment Mgt. Board		8				18								18

				19								19		Prudential Holdings　9-8		30				19		FIL and Fidelity Funds Board		17				19								19

				20								20		国際ガバナンス塾-9-10 コクサイジュク		7				20		東京都立橘高等学校 トウキョウトリツタチバナコウトウガッコウ		30				20								20

				21								21		富士電機 - 9-18 フジデンキ		1				21		Ernst & Young Interview		4				21								21

				22								22		　女性の国際役員塾-9-19		14				22		法政大学 ホウセイダイガク		24				22								22

				23								23		Director Boot Camp 10-10		10				23		東京大学グループAgents トウキョウダイガク		9				23								23

				24								24		富士電機 - 10-21 フジデンキ		2				24		Braincenter		20				24								24

				25								25		NTT Communications		22				25		Goldman Sachs国内機関投資家 コクナイキカントウシカ		19				25								25

				26								26		六興電気 ロクキョウデンキ		6				26		ＣPPIB		3				26								26

				27								27		7&I Holdiings		15				27		Baillie Gifford		1				27								27

				28								28		ToyS R Us - 11-13		5				28		Mizuho's investor - CDP		1				28								28

				29								29		大和証券　11-15 ダイワショウケン		21				29		Zebra会（藤嶋） カイフジシマ		9				29								29

				30								30		国際ガバナンス塾-11-20 コクサイジュク		8				30								30								30

				31								31		State Street		17				31								31								31

				32								32		Director Boot Camp 12-9		8				32								32								32

				33								33		富士電機 - 12-17 フジデンキ		5				33								33								33

				34								34		富士電機 - 12-25 フジデンキ		1				34								34								34

				35								35		富士電機 - 01-20 フジデンキ		5				35								35								35

				36								36		富士電機 - 02-17 フジデンキ		1				36								36								36

				37								37		国際ガバナンス塾-2-24 コクサイジュク		9

				38								38		Director Boot Camp 3-3		8

				39								39		富士電機 -         3-17 フジデンキ		6

				合計 ゴウケイ				416								311								929								167								0

																						啓蒙（累積） ケイモウルイセキ		1547						E-ラーニング（累積） ルイセキ		384

						前年度からの類型 ゼンネンドルイケイ		1,317						役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ		229		＜－		includes Advanced Financials (E)				1547				累積 ルイセキ				384				累積 ルイセキ

														塾 ジュク		46		＜－		5		courses given

						２０１１年からの累計 ネンルイケイ		1,733						Boot		48		＜－		6		courses given

														企業 キギョウ		126		＜－		10		courses given

														個人 コジン		0				check for all- but no double count BNP				302								役員研修ーw/o Advanced ヤクインケンシュウ						220

														Advanced Financials-E		9

														コンプライアンス		63

														その他 タ		10				includes Pru secretaries

																94		boot + 塾 ジュク

																229		check all director training

																302		all

																63		compliance

														２０１5年度合計 ネンドゴウケイ		302		コンプライアンスを含む フク

														前年度からの類型 ゼンネンドルイケイ		291		全てのプログラム スベ

														２０１１年からの累計 ネンルイケイ		593		全てのプログラム スベ						セッション数 スウ								累計セッション数 ルイケイスウ						セッション人 ヒト				累計セッション人 ルイケイヒト				Reported in email at end April 2015

																446		役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ						22								48						238				455

																104		塾 ジュク						5								13						46				104				前年度からの累計 ゼンネンドルイケイ		242

																139		boot						6								16						48				139						128		boot

																192		企業 キギョウ						10								16						135				201						81		塾 ジュク

																2		個人 コジン						0								2						0				2						64		企業 キギョウ

																9		Advanced Financials-E						1								1						9				9						2		個人 コジン

																118		コンプライアンス						17								24						63				118						0		Advanced and other

																29		その他						0								1						10				29

																						合計 ゴウケイ		39								73						311				602		602

												　		　										7								33						416				1,733				今年度末時点の累計 コンネンドマツジテンルイケイ		471

																								セミナー								セミナー						セミナー				セミナー						127		塾 ジュク

														全ての累計-check スベルイケイ		593		コンプライアンスを含む フク						46								116						727				2,335		2,335				176		boot

																								セッション総数 ソウスウ								セッション総数 ソウスウ						セッション人総数 ヒトソウスウ				セッション人総数 ヒトソウスウ						190		企業 キギョウ

																								29								99						929				1,547						2		個人 コジン

																								講義・コーチング総数 コウギソウスウ								講義・コーチング総数 コウギソウスウ						講義・コーチング総数 コウギソウスウ				講義・コーチング総数 コウギソウスウ						9		Advanced + other

				1		41,431						1		41,429						1								1								1

				2		41,466						2		41,456						2								2								2

				3		41,479						3		41,478						3								3								3

				4		41,514						4		41,485						4								4								4

				5		41,547						5		41,530						5								5								5

				6		41,577						6		41,541						6								6								6

				7		41,603						7		41,558						7								7								7

				8								8		41,575						8								8								8

				9								9		41,604						9								9								9

				10								10		41,611						10								10								10

				11								11		41,620						11								11								11

				12								12		41,626						12								12								12

				13								13		41,295						13								13								13

				14								14		41,323						14								14								14

				15								15		41,351						15								15								15

				16								16								16								16								16

				17								17								17								17								17

				19								19								19								19								19

				　

				　





to Mar 2016

				2015年度の実績 ネンドジッセキ

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム ヤクイン								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名) シンキシャメイマタコジンメイ		販売数 ハンバイスウ						Consulting

								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ																熟 ジュク		Boot				compliance		e-Learning

				1		ROE, ROEC, 資本効率セミナー シホンコウリツ		136				1		アイセイ薬局 ヤッキョク		9				1		DIJ Seminar-CG Code- Driver?		38				1		Relo Holdings 5-2015		7				1		東急建設 トウキュウケンセツ		2		sessions		42,108		2011		13								98

				2		BDTI/DIJ- Governance Training		36				2		富士電機-4-13 フジデンキ		15				2		CLSA lunch seminar		10				2		個人 コジン		2				2		LIXIL		17		multiple		42,108		2012		68		23						59

				3		CG コード勉強会-4-21 ベンキョウカイ		30				3		Boot Camp "Refresher" Course		8				3		HBS Study Group		8				3		マルイ		18				3		アイセイ薬局 ヤッキョク		5		sessions		42,110		2013		167		43				55		60

				4		CG コード勉強会-5-13 ベンキョウカイ		22				4		富士電機-4-17 フジデンキ		1				4		FIL (Fidelity)-CLSA		7				4		７＆i		12				4		高島 タカシマ		3		sessions		42,122		2014		103		126				63		167

				5		何のためのＣＧコード（グローバル化） ナンカ		44				5		BNP Paribas		14				5		Women Debutant Dinner		7				5		東急 トウキュウ		33				5		Ｊ－オイル		2		sessions		42,111		2015

				6		業績連動型報酬 ギョウセキレンドウガタホウシュウ		36				6		富士電機-5-12 フジデンキ		6				6		Oasis Capital		1				6		住友重機会工業 スミトモジュウキカイコウギョウ		3				6								42,144

				7		Braincenter 1-22-2016		8				7		国際ガバナンス塾-5-22 コクサイジュク		7				7		Torsten Spiegel		1				7		集合研修 シュウゴウケンシュウ		36				7								42,145				351		192				118		384

				8		独禁法 ドッキンホウ		28				8		Director Boot Camp 6-2		9				8		Columbia Business School 5-20		238				8								8								42,104

				9								9		Company O　海外赴任者 カイガイフニンシャ		12				9		Olver Ziehn, Linstock		2				9		ADD						9								42,142						543

				10								10		マルイグループ		18				10		Glen Wood - Goldman		1				10		ADD						10								42,151

				11								11		アイセイ薬局 ヤッキョク		5				11		Northern Cross		1				11								11								42,164

				12								12		富士電機-6-16 フジデンキ		8				12		Hexavest		1				12								12

				13								13		アイセイ薬局 ヤッキョク		8				13		OPERS -Carol Drake		1				13								13

				14								14		富士電機-7-22 フジデンキ		6				14		Greenlight Cap;ital		1				14								14

				15								15		セブン＆アイ-7-17		12				15		David Hale		1				15								15

				16								16		東急建設-8-3 トウキュウケンセツ		60				16		ニッセイ基礎研究所		11				16								16

				17								17		Director Boot Camp 8-27		10				17		JPMorgan Asset Mgt		8				17								17								1.1612903226

				18								18		国際ガバナンス塾-9-15 コクサイジュク		7				18		CI Fund		1				18								18

				19								19		富士電機-8-18 フジデンキ		2				19		Perry Capital		1				19								19								役員総数 ヤクインソウスウ

				20								20		Director Boot Camp 10-1		6				20		Walter Scott		2				20								20

				21								21		東急建設-役員研修　10-2 トウキュウケンセツヤクインケンシュウ		15				21		ＢＢＣ		1				21								21								東急建設 トウキュウケンセツ

				22								22		アイセイ薬局 ヤッキョク		7				22		NHK World News		1				22								22								LIXIL

				23								23		東急建設-役員研修　10-9 トウキュウケンセツヤクインケンシュウ		15				23		CNN		1				23								23								アイセイ薬局 ヤッキョク

				24								24		富士電機-10-16 フジデンキ		4				24		Richard Katz		1				24								24								高島 タカシマ

				25								25		女性塾-11-4 ジョセイジュク		10				25		Regents of UC		2				25								25

				26								26		アイセイ薬局-11-17 ヤッキョク		7				26		Mizuho Research Study Group		7				26								26

				27								27		富士電機-10-19 フジデンキ		4				27		Italy Central Bank		2				27								27

				28								28		富士電機-11-19 フジデンキ		1				28		Jonathan Alan		1				28								28

				29								29		NTT Communications-11-27		7				29		PGGM		2				29								29

				30								30		国際ガバナンス塾-11-30 コクサイジュク		7				30		Hermes EOS		1				30								30

				31								31		Director Boot Camp 12-8		10				31		Braincenter 8-28		9				31								31

				32								32		富士電機-12-16 フジデンキ		3				32		Goldman Sachs		12				32								32

				33								33		富士電機-12-18 フジデンキ		1				33		Mr. Boling 9-17		3				33								33

				34								34		富士電機-1-19-2016 フジデンキ		4				34		みずほ総研 -9-18 ソウケン		94				34								34

				35								35		Director Boot Camp 2-18-2016		9				35		Prudential Asia Group		100				35								35

				36								36		富士電機-2-19-2016 フジデンキ		3				36		Macquarie Securities		65				36								36

				37								37		国際ガバナンス塾-2-29-2016 コクサイジュク		8				37		女性塾 ジョセイジュク		11				37								37

				38								38		Ｊ－オイルミルズ		10				38		Fidelity Mgt. Research		15				38								38

				39								39		Director Boot Camp 3-17-2016		7				39		Morgan Stanley - 12-4		7				39								39

				40								40		富士電機-3-4-2016 フジデンキ		1				40		JACD - 12-10		111				40								40

				41								41		富士電機-3-15-2016 フジデンキ		8				41		金融庁検査局 キンユウチョウケンサキョク		10				41								41										NEXT YEAR

				42								42								42		METI 組織課 ソシキカ		3				42								42

				43								43								43		Colvin Melvin, Neil Gibson, JC Damerval		3				43								43										Standard?  Hope Int'l?

				44								44								44		Aberdeen Board		8				44								44										Additional 塾？ ジュク

				45								45								45		NBIM		1				45								45										Societe Generale ?

				46								46								46		ACGA		5				46								46										高島 タカシマ		8

				47								47								47		Global Students Group		6				47								47

				48								48								48		Isoyama, Katano		2				48								48										みずほ総研 ソウケン		60

				49								49								49		高島 タカシマ		8				49								49

				50								50								50		Deutche A&W		1				50								50

				51								51								51		滝本ゼミ タキモト		20				51								51

				52								52								52								52								52

				53								53								53								53								53

																																				54

				51								51								51								51

				合計 ゴウケイ				340						Including multiple sessions		364								854								111								29

														Attendees of multiple sesions		51

																						啓蒙（累積） ケイモウルイセキ		2401						E-ラーニング（累積） ルイセキ		495

						前年度からの類型 ゼンネンドルイケイ		1,733						役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ		236				inc Adv. Financials (E) and Refresher				2401				累積 ルイセキ				495				累積 ルイセキ				29		累積 ルイセキ

														塾 ジュク		39				4		courses given

						２０１１年からの累計 ネンルイケイ		2,073						Boot (inc refresher)		59				5		courses given

														企業 キギョウ		130				8		courses given　(does not count multiple)

														個人 コジン		0				check for all- but no double count				313

														Advanced Financials-E		0

														Boot Camp Refresher		8

														コンプライアンス		85

														その他 タ		0				includes XYZ

																98		boot + 塾 ジュク

																236		check all director training

																321		all

																85		compliance

														2016年度合計 ネンドゴウケイ		313		コンプライアンスを含む (not counting multiple sessions) フク

																228		コンプライアンスを含まない (not counting multiple sessions) フク

														前年度からの類型 ゼンネンドルイケイ		593		全てのプログラム スベ

														２０１１年からの累計 ネンルイケイ		906		全てのプログラム スベ						セッション数 スウ								累計セッション数 ルイケイスウ						セッション人 ヒト				累計セッション人 ルイケイヒト				Reported in email at end April 2015

																682		役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ						26								74						271				726

																143		塾 ジュク						5								18						39				143				前年度からの累計 ゼンネンドルイケイ		242

																190		boot (exclude refresher)						5								21						59				198						128		boot

																322		企業 キギョウ						15								31						165				366						81		塾 ジュク

																2		個人 コジン						0								2						0				2						64		企業 キギョウ

																9		Advanced Financials-E						0								1						0				9						2		個人 コジン

																8		Boot Camp Refresher						1								1						8				8						0		Advanced and other

																203		コンプライアンス						17								41						85				203

																29		その他						0								1						0				29

																						合計 ゴウケイ		43								116						356				958

														　																																今年度末時点の累計 コンネンドマツジテンルイケイ		471

																								8								41						340				2,073

																								セミナー								セミナー						セミナー				セミナー						127		塾 ジュク

														全ての累計-check スベルイケイ		906		コンプライアンスを含む フク						51								167						696				3,031		3,031				176		boot

																								セッション総数 ソウスウ								セッション総数 ソウスウ						セッション人総数 ヒトソウスウ				セッション人総数 ヒトソウスウ						190		企業 キギョウ

																								80								179						2430				3,977						2		個人 コジン

																								講義・コーチング総数 コウギソウスウ								講義・コーチング総数 コウギソウスウ						講義・コーチング総数 コウギソウスウ				講義・コーチング総数 コウギソウスウ						9		Advanced + other

																																						count consulting sessions as one person

				1		41,431						1		41,429						1								1								1

				2		41,466						2		41,456						2								2								2

				3		41,479						3		41,478						3								3								3

				4		41,514						4		41,485						4								4								4

				5		41,547						5		41,530						5								5								5

				6		41,577						6		41,541						6								6								6

				7		41,603						7		41,558						7								7								7

				8								8		41,575						8								8								8

				9								9		41,604						9								9								9

				10								10		41,611						10								10								10

				11								11		41,620						11								11								11

				12								12		41,626						12								12								12

				13								13		41,295						13								13								13

				14								14		41,323						14								14								14

				15								15		41,351						15								15								15

				16								16								16								16								16

				17								17								17								17								17

				19								19								19								19								19

				　

				　





to Mar 2017

				FY2016年度の実績 ネンドジッセキ

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム ヤクイン								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名) シンキシャメイマタコジンメイ		販売数 ハンバイスウ						Consulting

								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ																熟 ジュク		Boot				compliance		e-Learning

				1		対話の時代に、将来の総会 タイワジダイショウライソウカイ		35				1		富士電機-4-19 フジデンキ		12				1		年金綜合研究所坪野理事長		2				1		Relo		5				1		高島ー(ボード評価） タカシマヒョウカ		3		Sessions		42,108		2011		13								98

				2		役員と会計監査人Comm.		35				2		Director Boot Camp (Hope) 4-21		7				2		Sadayuki Horie		1				2		高島 タカシマ		8				2						　		42,108		2012		68		23						59

				3		TOBへの対応 タイオウ		23				3		高島-4-25 タカシマ		8				3		Hermes EOS Hans Hirt 4-4		1				3		Optorun		100				3						　		42,110		2013		167		43				55		60

				4		Chief Ethics Officer		34				4		富士電機-5-11 フジデンキ		9				4		Jon Buchanan 4-5		1				4		Seven & i Holdings (1)		12				4						　		42,122		2014		103		126				63		167

				5		Important Role of Training -9-26		7				5		Director Boot Camp 5-12		8				5		Jamie Allen 4-7		1				5		Boot Camp (Hope)		7				5						　		42,111		2015

				6		Cybersecurity Law 10-5		53				6		国際ガバナンス塾-5-31 コクサイジュク		7				6		Motley Fool 4-8		4				6		石塚 イシヅカ		1				6								42,144

				7		企業価値創造 キギョウカチソウゾウ		28				7		Optorun 6-2		13				7		Ken Siazon- Southwestern 4-12		1				7		Boot 5-21		8				7								42,145				351		192				118		384

				8		クラスアクション訴訟-1-23-2016 ソショウ		30				8		Seven & i Holdings (1)		12				8		Seth Fischer - Oasis Mgt 4-12		1				8		ガバナンス塾5-31 ジュク		7												42,104

				9		Metrical+サーチエンジン		45				9		富士電機-6-22 フジデンキ		6				9		Annalisa Barrett-Value Edge Advisors 4-14		1				9		HOYA		100		　										42,142						543

				10								10		Seven & i Holdings 6-30		9				10		Prof Tanimoto @ Waseda 4-18		2				10		Korn Ferry		20		　										42,151

				11								11		Director Boot Camp 7-14		10				11		Ann Maree Moodie 4 -20		1				11		三井住友FG ミツイスミトモ		332		+										42,164

				12								12		富士電機-7-12 フジデンキ		7				12		Mizuho Seminar 4-27		25										　

				13								13		国際ガバナンス塾 7-29		8				13		Prof. Takeuchi 5-9		2

				14								14		BNP Paribas 8-4		9				14		Multicultural Mgt Society 5-13		20

				15								15		富士電機-8-25 フジデンキ		1				15		Prof. Ono - Hitotsubashi ICS 5-17		1

				16								16		JAPEX - 9-7		30				16		Elliott  Advisors  5-18		1

				17								17		Director Boot Camp -SF-9-12		5				17		econvue, Lyric Hale 5-23		1

				18		　						18		富士電機-10-13 フジデンキ		9				18		Nomura Asset Mgt. 6-8		11

				19								19		国際ガバナンス塾-10-21 コクサイジュク		7				19		みずほ証券　7-7 ショウケン		44

				20								20		Director Boot Camp 10-27		9				20		Joe Haldane		1

				21								21		丸井-11-1 マルイ		18				21		MUFJ Trust		11

				22								22		Seven & i Holdings 11-4		14				22		Japan Society San Francisco		12

				23								23		富士電機-11-17 フジデンキ		5				23		Chicago Financial Forum		8

				24								24		NTT Communications 11-30		10				24		CII Chicago		120

				25								25		国際ガバナンス塾-12-8 コクサイジュク		7				25		Institutional Investors in Seattle		6

				26								26		富士電機-12-14 フジデンキ		2				26		Institutional Investors in SF		12

				27								27		Director Boot Camp 12-15		10				27		Institutional Investors etc. in LA		11

				28								28		三井住友ＦＧ-12-16 ミツイスミトモ		8				28		Institutional Investors in Chicago		2

				29								29		富士電機-1-17 フジデンキ		3				29		Quandt Family		1

				30								30		国際ガバナンス塾-2-7 コクサイジュク		7				30		Princeton Theological Seminary		1

				31								31		富士電機-2-15 フジデンキ		2				31		Robeco		3

				32								32		Director Boot Camp 2-17		10				32		ACGA Workshop		75

				33								33		国際ガバナンス塾-3-24 コクサイジュク		7				33		Wellington 11-8, 11-30		4

				34								34		小田急Engineering オダキュウ		11				34		GIC of Singapore 12-2		2

				35								35		富士電機-3-27 フジデンキ		11				35		Institutional Investors at Goldman		8

				36								36								36		CLSA Conference Japan		45

				37								37								37		CLSA Dinner + 個別mtgs コベツ		4

				38								38								38		HJG and friends		4

				合計 ゴウケイ				290						Including multiple sessions		311								451								600								3

														　

																						啓蒙（累積） ケイモウルイセキ		2852						E-ラーニング（累積） ルイセキ		1095

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンスプログラム ヤクイン										講義、コーチング、
その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning ユーザー								Consulting

						前年度から持ち越された累計 ゼンネンドモコルイケイ		2,073						役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ		244		(inc Adv. Financials (E) and Refresher)						2852				累積 ルイセキ				1095				累積 ルイセキ				32		累積 ルイセキ

														塾 ジュク		43		4		courses given																						sessions

						２０１１年からの累計 ネンルイケイ		2,363						Boot (inc refresher)		59		5		courses given

														企業 キギョウ		142		8		courses give (does not count multiple sessions)

														個人 コジン		0		check for all- but no double count						311

														Advanced Financials-E		0

														Boot Camp Refresher		0

														コンプライアンス		67

														その他 タ		0				includes XYZ

																102		boot + 塾 ジュク

																244		check all director training

																311		all

																67		compliance

														2017年度合計 ネンドゴウケイ		311		コンプライアンスを含む (not counting multiple sessions) フク

																244		コンプライアンスを含まない (not counting multiple sessions) フク

														前年度から持ち越されたの累計 ゼンネンドモコルイケイ		906		全てのプログラム スベ

														２０１１年からの累計 ネンルイケイ		1217		全てのプログラム スベ						セッション数 スウ								累計セッション数 ルイケイスウ						セッション人 ヒト				累計セッション人 ルイケイヒト				Reported in email at end April 2015

																926		役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ						25								99						244				970

																186		塾 ジュク						6								24						43				186				前年度からの累計 ゼンネンドルイケイ		242

														435		249		boot (exclude refresher)						7								28						59				257						128		boot

																464		企業 キギョウ						11								42						142				508						81		塾 ジュク

																2		個人 コジン						0								2						0				2						64		企業 キギョウ

																9		Advanced Financials-E						0								1						0				9						2		個人 コジン

																8		Boot Camp Refresher						1								2						0				8						0		Advanced and other

																270		コンプライアンス						17								58						67				270

														　		29		その他						0								1						0				29

																						合計 ゴウケイ		42								158						311				1269

																																														今年度末時点の累計 コンネンドマツジテンルイケイ		471

																								9								50						290				2,363

																								セミナー								セミナー						セミナー				セミナー						127		塾 ジュク

														全ての累計-check スベルイケイ		1217		コンプライアンスを含む フク						51								218						601				3,632		3,632				176		boot

																								セッション総数 ソウスウ								セッション総数 ソウスウ						セッション人総数 ヒトソウスウ				セッション人総数 ヒトソウスウ						190		企業 キギョウ

																								38								217						454				4,431						2		個人 コジン

																								講義・コーチング総数 コウギソウスウ								講義・コーチング総数 コウギソウスウ						講義・コーチング総数 コウギソウスウ				講義・コーチング総数 コウギソウスウ						9		Advanced + other

																																						count consulting sessions as one person

						グローバル人事制度 ジンジセイド								Aflac?																Dai-Ichi Life？

						家族系企業 CG カゾクケイキギョウ								Hoya?																本田技研工業？ ホンダギケンコウギョウ

						ESG (Sustainalytics)								Net One?

						年金ガバナンス関連 ネンキンカンレン								本田技研工業？ ホンダギケンコウギョウ





to Mar 2018

				FY2017年度の実績 ネンドジッセキ

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム ヤクイン								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名) シンキシャメイマタコジンメイ		販売数 ハンバイスウ						Consulting-type 
"teaching"

								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ												Sessions				塾 ジュク		Boot				compliance		e-Learning

				1		日本のファミリー企業		31				1		Director Boot Camp 4-20		4				1		Goldman Sachs　4/4		115				1		individuals		5				1		None						42,108		2011		13								98

				2		信頼回復 シンライカイフク		33				2		富士電機-4-25 フジデンキ		6				2		Class Action勉強 4/11 ベンキョウ		12				2		SMBC無制限 ムセイゲン		450		+		2						　		42,108		2012		68		23						59

				3		CG分析-updateセミナー　10/2		21				3		富士電機-5-16 フジデンキ		5				3		FCCJ presentation		45				3		第一生命無制限 ダイイチセイメイムセイゲン		50		+		3						　		42,110		2013		167		43				55		60

				4		不祥事 - 3-20 フショウジ		42				4		富士電機-6-20 フジデンキ		8				4		SEB		30				4		Relo Hldgs		6				4						　		42,122		2014		103		126				63		167

				5								5		TAC		10				5		Wyegela, Heimer; Hokugo; Okuno		4				5		Seven & i Holdings		31				5						　		42,111		2015

				6								6		Seven & i Holdings (1)		9				6		Andrew Pearse - The Future Fund		1				6		JMA日本能率協会 ニホンノウリツキョウカイ		5				6								42,144

				7								7		Seven & i Holdings (2)		14				7		CLSA - Investors in Europe		70				7		Imagica		20				7								42,145				351		192				118		384

				8								8		ガバナンス塾-5-18 ジュク		8				8		Fidelity Mgt. and Research		13				8		McDonalds Japan		30				8								42,104

				9								9		本田技研工業 ホンダギケンコウギョウ		8				9		GIC (Singapore)		2				9		Aflac		30		　		9								42,142						543

				10								10		ガバナンス塾-7-7 ジュク		6				10		Oppenheimer call		3				10		HOYA		30		　		10								42,151

				11								11		富士電機-7-19 フジデンキ		1				11		CLSA- Clients 9/6		9				11		Optorun		30		+		11								42,164

				12								12		Imagica Hldgs		7				12		Merrill Lynch 9/7/2017		25				12		本田技研工業 ホンダギケンコウギョウ		11		　		12

				13								13		ガバナンス塾-8-23 ジュク		6				13		MetLife (1) and (2)		2				13		NetOne		11				13

				14								14		富士電機-8-24 フジデンキ		3				14		Economist　Network 9/20		40

				15								15		Director Boot Camp 08-30		10				15		JICN 9/21		30						ガバナンス塾 ジュク		80		---		---		as of  03/5/2018

				16								16		JMA		16				16		METI 10/6		6						Boot Camp		14		---		---		as of  03/5/2018

				17								17		富士電機-9/12 フジデンキ		4				17		Sensato 10/12		1

				18		　						18		Mr. H.		1				18		Goldman clients dinner 10/12		25

				19								19		会計フォローアップ講座① カイケイコウザ		18				19		PFA 10/12		2

				20								20		Aflac #1		20				20		METI  10/24		7

				21								21		会計フォローアップ講座② カイケイコウザ		17				21		JIRA Speech		35

				22								22		McDonalds Japan		7				22		CLSA - Investors in Tokyo 12/1		4

				23								23		BNP Paribas		8				23		ERS of Texas 12-1		60

				24								24		NTT Comm		8				24		PCAOB in Washington DC 12-7		2

				25								25		Director Boot Camp 10-26		7				25		CII in Washington DC 12-6		15

				26								26		ガバナンス塾-11-8 ジュク		7				26		CII members conference call 12-20		1

				27								27		富士電機-11/14 フジデンキ		3				27		Makena Capital 12-6		1

				28								28		Seven & i Holdings (3)		10				28		Platinum Investment 12-15		1

				29								29		Aflac #2 11/29		13				29		Hibikiu- Shimizu - 1-15		2

				30								30		富士電機-12-19 フジデンキ		7				30		Future Fund Australia 1-22		2

				31								31		ガバナンス塾-12-22 ジュク		7				31		King Street Fund 1-30		5

				32								32		HOYA - 12-20		9				32		ValueAct 1-31		2

				33								33		富士電機-01-16 フジデンキ		4				33		Nomura Asset 2-1		1

				34								34		Director Boot Camp 1-25		7				34		Church Pension 2-5		1

				35								35		Net One Systems  1/24		11				35		Mondrian 2-6		1

				36								36		ガバナンス塾-2-15 ジュク		8				36		Laborers’ International Union, N.A.		2

				37								37		TAC		16				37		Paradice Investments		1

				38								38		富士電機-2-20 フジデンキ		3				38		Aberdeen Standard		12

												39		富士電機-3-27 フジデンキ		16

												40		ガバナンス塾-3-28 ジュク		8

												41		Healios		15

				合計 ゴウケイ				127						Including multiple sessions		355								590								803								0

														　

																						啓蒙（累積） ケイモウルイセキ		3,442						E-ラーニング（累積） ルイセキ		1,898

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンスプログラム ヤクイン										講義、コーチング、
その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning ユーザー

						セミナー				0				役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動				0				E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名)		販売数		0				Consulting-type
"teaching"

																今年 コトシ

						前年度から持ち越された累計 ゼンネンドモコルイケイ		2,363						役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ		295		(inc Adv. Financials (E) and Refresher)						2991				累積 ルイセキ				1,898				累積 ルイセキ				32		累積 ルイセキ

														塾 ジュク		50		(		7		courses given)																				sessions

						２０１１年からの累計 ネンルイケイ		2,490						Boot (inc refresher)		28		(		4		courses given)

														企業 キギョウ		181		(		16		courses given　(does not count multiple sessions))

														個人 コジン		1		check for all- but no double count						355

														Advanced Financials		35

														Boot Camp Refresher		0

														コンプライアンス		60

														その他 タ		0

																78		boot + 塾 ジュク

																295		check all director training

																355		all

																60		compliance

														2018年度合計 ネンドゴウケイ		355		コンプライアンスを含む (not counting multiple sessions) フク

																295		コンプライアンスを含まない (not counting multiple sessions) フク

														前年度から持ち越されたの累計 ゼンネンドモコルイケイ		1,217		全てのプログラム スベ

														２０１１年からの累計 ネンルイケイ		1,572		全てのプログラム スベ

																1,221		役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ

																236		塾 ジュク

														513		277		boot (exclude refresher)

																645		企業 キギョウ

																3		個人 コジン

																44		Advanced Financials-E

																8		Boot Camp Refresher

																330		コンプライアンス

														　		29		その他

														全ての累計-check スベルイケイ		1572		コンプライアンスを含む フク

																								セッション数 スウ								累計セッション数 ルイケイスウ						セッション人 ヒト				累計セッション人 ルイケイヒト				Reported in email at end April 2015

																								25								99						295				1021

																								6								24						50				193				前年度からの累計 ゼンネンドルイケイ		242

																								7								28						28				226						128		boot

																								11								42						181				547						81		塾 ジュク

																								0								2						1				3						64		企業 キギョウ

																								0								1						35				44						2		個人 コジン

																								1								2						0				8						0		Advanced and other

																								17								58						60				263

																								0								1						0				29

																						合計 ゴウケイ		42								158						355				1313

																																														今年度末時点の累計 コンネンドマツジテンルイケイ		471

																								9								50						127				2,200

																								セミナー								セミナー						セミナー				セミナー						127		塾 ジュク

																								51								218						482				3,513		3,513				176		boot

																								セッション総数 ソウスウ								セッション総数 ソウスウ						セッション人総数 ヒトソウスウ				セッション人総数 ヒトソウスウ						190		企業 キギョウ

																								38								217						590				4,567						2		個人 コジン

																								講義・コーチング総数 コウギソウスウ								講義・コーチング総数 コウギソウスウ						講義・コーチング総数 コウギソウスウ				講義・コーチング総数 コウギソウスウ						9		Advanced + other

																																						count consulting sessions as one person

						グローバル人事制度 ジンジセイド								Aflac?

						家族系企業 CG カゾクケイキギョウ								Hoya?																本田技研工業？ ホンダギケンコウギョウ

						ESG (Sustainalytics)								Net One?

						年金ガバナンス関連 ネンキンカンレン								本田技研工業？ ホンダギケンコウギョウ





to Mar 2019

				FY2018年度の実績 ネンドジッセキ

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム ヤクイン								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名) シンキシャメイマタコジンメイ		販売数 ハンバイスウ						Consulting-type 
"teaching"

								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ												Sessions				塾 ジュク		Boot				compliance		e-Learning

				1		AI & ESG セミナー						1		State Street- 4/5		11				1		Gerry Curtis 4-4		1				1		individuals		5				1		None						42,108		2011		13								98

				2		中期計画 チュウキケイカク						2		Director Boot Camp 4-10		11				2		Rebecca Henderson		1				2		SMBC無制限 ムセイゲン		450		+		2						　		42,108		2012		68		23						59

				3								3		会計セミナー #1-4-23 カイケイ		16				3		CLSA Group 4-12		8				3		第一生命無制限 ダイイチセイメイムセイゲン		50		+		3						　		42,110		2013		167		43				55		60

				4								4		富士電機-4/24 フジデンキ		7				4		Cornwall 4-12		1				4		Relo Hldgs		6				4						　		42,122		2014		103		126				63		167

				5								5		会計セミナー #2-5-7 カイケイ		12				5		Alicia Ogawa 4-16		1				5		Seven & i Holdings		31				5						　		42,111		2015

				6								6		(E)会計セミナー 5-10 カイケイ		14				6		Church Pension-4-17		2				6		JMA日本能率協会 ニホンノウリツキョウカイ		5				6								42,144

				7		Planning stage						7		富士電機-5/15 フジデンキ		3				7		Cambridge Workshop-4-17		45				7		Imagica		20				7								42,145				351		192				118		384

				8		議案と議事録　？ ギアンギジロク						8		Director Boot Camp 5-22		5				8		Nomura Capital Mkts Research-4-18		1				8		McDonalds Japan		30				8								42,104

				9		NASDAQ						9		ガバナンス塾-5-30 ジュク		8				9		Prudential - Women in Finance		60				9		Aflac		30		　		9								42,142						543

				10		　						10		ガバナンス塾-6-04 ジュク		11				10		Hitotsubashi - Professor Shishido		18				10		HOYA		30		　		10								42,151

				11								11		Seven & i Holdings		15				11								11		Optorun		30		+		11								42,164

				12								12								12								12		本田技研工業 ホンダギケンコウギョウ		11		　		12

				13								13		ガバナンス塾-12-22 ジュク						13		CLSA Hong Kong Conference						13		NetOne		11				13

				14								14								14

				15								15		Net One Systems  1/24						15										ガバナンス塾 ジュク				---		---		as of  03/5/2019????

				16								16		富士電機 フジデンキ						16										Boot Camp				---		---		as of  03/5/2019????

				17								17		ガバナンス塾-3-28 ジュク						17

				18		　						18		本田技研工業 ホンダギケンコウギョウ						18

				19								19		JMA						19

				20								20								20

				21								21								21

				22								22								22

				23								23								23

				24								24								24

				25								25								25

				26								26								26

				27								27								27

				28								28								28

				29								29								29

				30								30								30

				31								31								31

				32								32								32

				33								33								33

				34								34								34

				35								35								35

				36								36								36

				37								37								37

				38								38								38

				合計 ゴウケイ				0						Including multiple sessions		113								138								709								0

														　

																						啓蒙（累積） ケイモウルイセキ		2,990						E-ラーニング（累積） ルイセキ		1,804

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンスプログラム ヤクイン										講義、コーチング、
その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning ユーザー

						セミナー				0				役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動				0				E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名)		販売数		0				Consulting-type
"teaching"

																今年 コトシ

						前年度から持ち越された累計 ゼンネンドモコルイケイ		2,490						役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ		88		(inc Adv. Financials (E) and Refresher)						2539				累積 ルイセキ				2,607				累積 ルイセキ				32		累積 ルイセキ

														塾 ジュク		19		(		7		courses given)																				sessions

						２０１１年からの累計 ネンルイケイ		2,490						Boot (inc refresher)		16		(		4		courses given)

														企業 キギョウ		11		(		15		courses given　(does not count multiple sessions))

														個人 コジン		0		check for all- but no double count						98

														Advanced Financials		42

														Boot Camp Refresher		0

														コンプライアンス		10

														その他 タ		0

																35		boot + 塾 ジュク

																88		check all director training

																98		all

																10		compliance

														2018年度合計 ネンドゴウケイ		98		コンプライアンスを含む (not counting multiple sessions) フク

																88		コンプライアンスを含まない (not counting multiple sessions) フク

														前年度から持ち越されたの累計 ゼンネンドモコルイケイ		1,572		全てのプログラム スベ

														２０１１年からの累計 ネンルイケイ		1,670		全てのプログラム スベ

																1,309		役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ

																255		塾 ジュク

														548		293		boot (exclude refresher)

																656		企業 キギョウ

																3		個人 コジン

																86		Advanced Financials-E

																8		Boot Camp Refresher

																340		コンプライアンス

														　		29		その他

														全ての累計-check スベルイケイ		1670		コンプライアンスを含む フク

																								セッション数 スウ								累計セッション数 ルイケイスウ						セッション人 ヒト				累計セッション人 ルイケイヒト				Reported in email at end April 2015

																								25								99						88				814

																								6								24						19				162				前年度からの累計 ゼンネンドルイケイ		242

																								7								28						16				214						128		boot

																								11								42						11				377						81		塾 ジュク

																								0								2						0				2						64		企業 キギョウ

																								0								1						42				51						2		個人 コジン

																								1								2						0				8						0		Advanced and other

																								17								58						10				213

																								0								1						0				29

																						合計 ゴウケイ		42								158						98				1056

																																														今年度末時点の累計 コンネンドマツジテンルイケイ		471

																								9								50						0				2,073

																								セミナー								セミナー						セミナー				セミナー						127		塾 ジュク

																								51								218						98				3,129		3,129				176		boot

																								セッション総数 ソウスウ								セッション総数 ソウスウ						セッション人総数 ヒトソウスウ				セッション人総数 ヒトソウスウ						190		企業 キギョウ

																								38								217						138				4,115						2		個人 コジン

																								講義・コーチング総数 コウギソウスウ								講義・コーチング総数 コウギソウスウ						講義・コーチング総数 コウギソウスウ				講義・コーチング総数 コウギソウスウ						9		Advanced + other

																																						count consulting sessions as one person

						グローバル人事制度 ジンジセイド								Aflac?

						家族系企業 CG カゾクケイキギョウ								Hoya?																本田技研工業？ ホンダギケンコウギョウ

						ESG (Sustainalytics)								Net One?

						年金ガバナンス関連 ネンキンカンレン								本田技研工業？ ホンダギケンコウギョウ





Graphs

		

																																						IRR of BDTI-Trained Companies *

																																						IRR of BDTI-Trained Companies

																																						IRR of TOPIX

				2015-2017																																								対象：個別企業向けの研修を受けて企業２１社。会社によって、複数回の研修を受けた、又は違うグループ(例：子会社の幹部）が研修を受けた。定期研修プログラムに受講生を送った企業を除く。

																								FY2017						FY2018

						FY2011		FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017						cum						cum														＊期間中にIPOをした2社、政府系企業1社を除く。 キカンチュウシャセイフケイキギョウシャノゾ

				eラーニング		98		59		60		167		111		600		803				+		1095						1898

				コンプライアンス研修 ケンシュウ		0		0		55		63		85		67		60						270						330								IRR of BDTI-Trained Companies *		19.1%				Group includes companies that received customized director training from BDTI during the period. Depending on the company, training was given several times, and/or with separate groups (e.g., the case where BDTI gave training to the boards of major subsidiaries of large corporate groups. )

				個別企業役員研修 コベツキギョウヤクインケンシュウ		0		23		43		126		130		142		181				244		464		907		259		645								IRR of BDTI-Trained Companies		17.9%

				定期役員研修 テイキヤクインケンシュウ		13		66		70		94		98		102		78						443						521								IRR of TOPIX		15.4%				* Excluding two companies that completed IPOs during the period, and one company where the Japanese government is a large shareholder.

				会計・財務研修 カイケイザイムケンシュウ		0		0		0		0		9		0		35						9

						FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018

				Director training for specific firms		0		23		43		126		130		142		181						FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018

				"Open" director training courses		13		66		70		94		98		102		78				"Open" director training courses		3		3		6		4		9

				Accounting/finance training		0		0		0		0		9		0		35				Director training for specific firms		3		3		10		8		16

				e-Learning		98		59		60		167		111		600		803				"Director Boot Camp" (English)		5		5		6		5		4

				Compliance training		0		0		55		63		85		67		60				Accounting/finance training		0		0		1		0		2																												対象：個別企業向けの研修を受けて企業２１社。会社によって、複数回の研修を受けた、又は違うグループ(例：子会社の幹部）が研修を受けた。定期研修プログラムに受講生を送った企業を除く。

																						Total		11		11		23		17		31

																																																												＊期間中にIPOをした2社、政府系企業1社を除く。 キカンチュウシャセイフケイキギョウシャノゾ

																																																												BDTI研修企業の株価IRR＊ ケンシュウキギョウカブカ		19.1%

																																																												BDTI研修企業の株価IRR ケンシュウキギョウカブカ		17.9%

																																																												TOPIXのIRR		15.4%

																								FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017

																						定期役員研修 テイキヤクインケンシュウ		3		3		6		4		9								FY2013				FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018

																						個別企業役員研修* コベツキギョウヤクインケンシュウ		3		3		10		8		16								sumida 6807				サトー Holdings		富士電機 - 12-18 フジデンキ		富士電機 - 12-18 フジデンキ		富士電機 - 12-18 フジデンキ		富士電機 - 12-18 フジデンキ

																						Director Boot Camp		5		5		6		5		4												信越ポリマー シンエツ		7&I Holdiings		丸井group マルイ		高島-4-25		Seven & i Holdings (1)

																						会計・財務研修 カイケイザイムケンシュウ		0		0		1		0		2												市光　３月２７日 イチヒカリガツニチ		大和証券　11-15 ダイワショウケン		7&I Holdiings		JAPEX		本田技研工業 ホンダギケンコウギョウ

																						合計 ゴウケイ		11		11		23		17		31												富士電機 - 12-18 フジデンキ				東急建設-8-3 トウキュウケンセツ		Optorun 6-2		Imagica Hldgs

																																																Ｊ－オイルミルズ		Seven & i Holdings		Aflac

																						*セミナーを除く。同一参加者で複数回の場合、一回と数える。																												丸井-11-1 マルイ		McDonalds

																																																		三井住友ＦＧ-12-16 ミツイスミトモ		HOYA

																																																				Net One

																																																				Healios

																																								Start in January

																																								FY2013 Jan		end 2013		end 2014		end 2015		end 2016		end 2017		10-Mar-18

																																						スミダ　 6817		531										1932		1653

																																						サトー Holdings 6287		1460										3425		3505

																																						信越ポリマー  7970 シンエツ		352										1274		1161

																																						市光　 7244 イチヒカリ		152										1130		1085

																																						富士電機   6504 フジデンキ		214										849		780

																																						セブン 3382		2782										4683		4375

																																						大和証券   8601 ダイワショウケン		531										706.9		681

																																						丸井グループ　8252		743										2063		1957

																																						東急建設    1720 トウキュウケンセツ		232										1098		1222

																																						Ｊ－オイルミルズ 2613		2902										3935		3675

																																						高島 8007		2790										2255		2229

																																						国際石油開発帝石  1605		1325										1409		1272

																																						オプトラン　6235										2436		2860		3880

				OLD CHARTS AND DATA - CORRECTED																																		SMFG　8316		3775										4868		4518

																																						本田技研工業   7267 ホンダギケンコウギョウ		3505										3862		3623

																																						イマジカ　6879		342										1175		1108

																								FY2017														アフラック  8686		4875										9830		9540

						FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018						cum														日本マクドナルド 2702		2562										4955		4670

				eラーニング		98		59		60		167		111		600						+		1095														HOYA  7741		1752										5628		5492

				コンプライアンス研修 ケンシュウ		0		0		55		63		85		67								270														ネットワンシステムズ  7518		822										1732		1469

				個別企業役員研修 コベツキギョウヤクインケンシュウ		0		23		43		126		130		142						244		464		907												ヘリオス  4593								1470				1939		1913

				定期役員研修 テイキヤクインケンシュウ		13		66		70		94		98		102								443																						Mid year June IPO

																																								調整後 チョウセイゴ								end of year 12-20

																																								monthly						-1470		0		0		0		1939		14%

																																								Jan end

																																								three year period !

																																																						no IPOs during period		no IPOs or govt held

																																								FY2013 Jan		end 2013		end 2014		end 2015		end 2016		10-Mar-18

																																				1		スミダ　 6817		-100		0		0		0		0		364		29%		29%		29%

																																				2		サトー Holdings 6287		-100		0		0		0		0		235		19%		19%		19%

																																				3		信越ポリマー  7970 シンエツ		-100		0		0		0		0		362		29%		29%		29%

																																				4		市光　 7244 イチヒカリ		-100		0		0		0		0		743		49%		49%		49%

																																				5		富士電機   6504 フジデンキ		-100		0		0		0		0		397		32%		32%		32%

																																				6		セブン 3382		-100		0		0		0		0		168		11%		11%		11%

																																				7		大和証券   8601 ダイワショウケン		-100		0		0		0		0		133		6%		6%		6%

																																				8		丸井グループ　8252		-100		0		0		0		0		278		23%		23%		23%

																																				9		東急建設    1720 トウキュウケンセツ		-100		0		0		0		0		473		36%		36%		36%

																																				10		Ｊ－オイルミルズ 2613		-100		0		0		0		0		136		6%		6%		6%

																																				11		高島 8007		-100		0		0		0		0		81		-4%		-4%		-4%

																																				12		国際石油開発帝石  1605		-100		0		0		0		0		106		1%		1%

																																				13		オプトラン　6235										-100		117		17%

																																				14		SMFG　8316		-100		0		0		0		0		129		5%		5%		5%

																																				15		本田技研工業   7267 ホンダギケンコウギョウ		-100		0		0		0		0		110		2%		2%		2%

																																				16		イマジカ　6879		-100		0		0		0		0		344		28%		28%		28%

																																				17		アフラック  8686		-100		0		0		0		0		202		15%		15%		15%

																																				18		日本マクドナルド 2702		-100		0		0		0		0		193		14%		14%		14%

																																				19		HOYA  7741		-100		0		0		0		0		321		26%		26%		26%

																								FY2017						2018						20		ネットワンシステムズ  7518		-100		0		0		0		0		211		16%		16%		16%

						FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018						cum						cum						21		ヘリオス  4593						-100		0		0		132		14%

				e-Learning		98		59		60		167		111		600								1095						0

				Compliance Training		0		0		55		63		85		67								270						0																				Average		17.9%		18.1%		19.1%

				Company Directorship		0		23		43		126		130		142						244		464		907		0		0		0																		Median		16.1%		16.1%		17.3%

				Standard Directorship		13		66		70		94		98		102								443						0								Nikkei 225 ETF		12,680										22,050

																																								-100		0		0		0		0		174		11.7%

																																						TOPIX 1000		888.51										1,818

																																								-100		0		0		0		0		205		15.4%

																																																										TOPIXの過去の推移 (終値ベース） カコスイイオワリネ

																																																																				2017"年"12"月"29"日"

																																																										年 ネン				年初		最高		月日		最低		月日		年(月）末 ツキ

																																																										昭24		(1949)		22.06		22.06		5/16		11.95		12/14		12.85

																																																										25		(1950)		12.66		13.24		8/21		9.59		7/ 3		11.57

																																																										26		(1951)		11.58		17.11		10/20		11.58		1/ 4		16.94

																																																										27		(1952)		17.09		33.55		11/22		17.07		1/ 8		33.35

																																																										28		(1953)		33.54		42.18		2/ 4		28.46		4/ 1		33.30

																																																										29		(1954)		32.19		33.22		1/11		26.79		11/13		30.27

																																																										30		(1955)		30.64		39.06		12/28		30.00		3/28		39.06

																																																										31		(1956)		39.40		52.95		12/ 6		38.81		1/25		51.21

																																																										32		(1957)		51.42		54.82		1/21		43.18		12/27		43.40

																																																										33		(1958)		43.48		60.95		12/27		43.48		1/ 4		60.95

																																																										34		(1959)		61.46		90.14		11/30		61.11		1/ 9		80.00

																																																										35		(1960)		79.46		112.53		11/15		79.46		1/ 4		109.18

																																																										36		(1961)		109.97		126.59		7/14		90.86		12/19		101.66

																																																										37		(1962)		101.34		111.45		2/14		83.39		10/30		99.67

																																																										38		(1963)		100.11		122.96		5/10		91.21		12/18		92.87

																																																										39		(1964)		91.61		103.77		7/ 3		87.94		11/11		90.68

						FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016																																												40		(1965)		91.30		105.68		12/28		81.29		7/15		105.68

				e-Learning		98		59		60		167		111						495																																						41		(1966)		106.49		114.51		3/24		105.21		1/19		111.41

				Compliance Training		0		0		55		63		78						196																																						42		(1967)		111.23		117.60		5/31		99.17		12/11		100.89

				Company Programs		0		23		43		126		138						330																																						43		(1968)		100.00		142.95		10/ 2		100.00		1/ 4		131.31

				Standard Directorship		13		68		167		103		61						412		742																																				44		(1969)		132.62		179.30		12/27		132.62		1/ 4		179.30

																																																										45		(1970)		182.63		185.70		4/ 8		147.08		12/ 9		148.35

														277																																												46		(1971)		149.02		209.00		8/14		148.05		1/ 6		199.45

																																																										47		(1972)		199.93		401.70		12/28		199.93		1/ 4		401.70

																																																										48		(1973)		403.92		422.48		1/24		284.69		12/18		306.44

																																																										49		(1974)		304.12		342.47		6/ 5		251.96		10/ 9		278.34

																																																										50		(1975)		276.04		333.11		7/ 2		268.24		1/10		323.43

																																																										51		(1976)		326.28		383.88		12/28		326.28		1/ 5		383.88

																																																										52		(1977)		384.14		390.93		9/29		350.49		11/24		364.08

																																																										53		(1978)		364.04		452.60		12/13		364.04		1/ 4		449.55

																																																										54		(1979)		452.85		465.24		9/29		435.13		7/13		459.61

																																																										55		(1980)		458.80		497.96		10/20		449.01		3/10		494.10

																																																										56		(1981)		495.79		603.92		8/17		495.79		1/ 5		570.31

																																																										57		(1982)		572.38		593.72		12/28		511.52		8/17		593.72

																																																										58		(1983)		592.64		731.82		12/28		574.51		1/25		731.82

																																																										59		(1984)		735.45		913.37		12/28		735.45		1/ 4		913.37

																																																										60		(1985)		916.93		1058.35		7/27		916.93		1/ 4		1049.40

																																																										61		(1986)		1049.13		1583.35		8/20		1025.85		1/21		1556.37

																																																										62		(1987)		1575.31		2258.56		6/11		1557.46		1/13		1725.83

																																																										63		(1988)		1690.44		2357.03		12/28		1690.44		1/ 4		2357.03

																																																										平元 ヒラモト		(1989)		2375.30		2884.80		12/18		2364.33		3/27		2881.37

																																																										2		(1990)		2867.70		2867.70		1/ 4		1523.43		10/ 1		1733.83

																																																										3		(1991)		1740.92		2028.85		3/18		1638.06		12/24		1714.68

																																																										4		(1992)		1763.43		1763.43		1/ 6		1102.50		8/18		1307.66

																																																										5		(1993)		1305.81		1698.67		9/ 3		1250.06		1/25		1439.31

																																																										6		(1994)		1445.97		1712.73		6/13		1445.97		1/ 4		1559.09

																																																										7		(1995)		1553.40		1585.87		12/27		1193.16		6/13		1577.70

														10-14-2015																																												8		(1996)		1631.06		1722.13		6/26		1448.45		12/24		1470.94

						FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016																																												9		(1997)		1480.86		1560.28		6/26		1130.00		12/22		1175.03

				E-ラーニング		98		59		60		167		111						495																																						10		(1998)		1166.63		1300.30		2/10		980.11		10/15		1086.99

				コンプライアンス		0		0		55		63		78						196																																						11		(1999)		1064.92		1722.20		12/30		1048.33		1/ 5		1722.20

				企業研修 キギョウケンシュウ		0		23		43		126		138						330																																						12		(2000)		1717.47		1754.78		2/ 7		1255.16		12/21		1283.67

				定期役員研修プログラム テイキヤクインケンシュウ		13		68		167		103		61						412		742																																				13		(2001)		1280.94		1440.97		5/ 7		988.98		12/17		1032.14

																																																										14		(2002)		1053.96		1139.43		5/24		815.74		12/18		843.29

														277																																												15		(2003)		860.07		1105.59		10/20		770.62		3/11		1043.69

																																																										16		(2004)		1058.99		1217.87		4/14		1022.61		2/4		1149.63

																																																										17		(2005)		1153.38		1663.75		12/29		1109.19		5/18		1649.76

																																																										18		(2006)		1673.07		1783.72		4/7		1458.30		6/13		1681.07

																																																										19		(2007)		1698.95		1816.97		2/26		1437.38		11/22		1475.68

																																																										20		(2008)		1411.91		1430.47		6/4		746.46		10/27		859.24

																																																										21		(2009)		875.91		975.59		8/26		700.93		3/12		907.59

																																																										22		(2010)		915.75		998.90		4/15		803.12		11/2		898.80

																																																										23		(2011)		911.80		974.63		2/21		706.08		11/24		728.61

																																																										24		(2012)		742.99		872.42		3/27		695.51		6/4		859.80

																																																										25		(2013)		888.51		1302.29		12/30		871.88		1/8		1302.29

																																																										26		(2014)		1292.15		1447.58		12/8		1132.76		4/14		1407.51

																																																										27		(2015)		1401.09		1691.29		8/10		1357.98		1/14		1547.30

																																																										28		(2016)		1509.67		1552.36		12/20		1196.28		2/12		1518.61

																																																										29		(2017)		1554.48		1831.93		12/25		1459.07		4/14		1817.56

																																																										Copyright © 1996-2018 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.
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						last month of FY		that entire FY

				to 3/31/2015		5,673		46,122

						77%		62%

				to 3/31/2014		3,210		28,389





		







4

Good Performers Are More Serious About Director 
Training (Rough analysis; any causative relationship impossible to know)

nbenes@bdti.or.jp

Average annual IRR.  Group includes companies that received customized director training from BDTI during the 
period. Depending on the company, training was given several times, and/or with separate groups (e.g., the case 
where BDTI gave training to the boards of major subsidiaries of large corporate groups.) 

* Excluding two companies that completed IPOs during the period, and one company where the Japanese 
government is a large shareholder. 


グラフ1

		0.1907238582		0.179181651		0.1538923318



IRR of BDTI-Trained Companies *

IRR of BDTI-Trained Companies

IRR of TOPIX

Price Performance of Firms that Received Customized Director Training from BDTI 

IRR of share price, FY2012- FY2018

[] *



Before3-31-2012

		

						Seminars						One-day director training programs, or similar programs						Private instruction/speeches, many of which fall in the category of　 啓蒙活動 ケイモウカツドウ								E-Learning new users

								人数 ジンスウ				- anyone can participate								人数 ジンスウ														13		boot + juku

				FYE 3-2012		company law		78				熟　 end 2011 ジュク		8		boot		0								98								0		companies

				and before		corruption		35				熟　 feb 2012 ジュク		5		boot		0

						risk management		57										0

						proxy voting		37										0

						amiya-okubo		84										0																418

																		0

																		0

																		0

																		0

																		0

																		0

																										　

				Total				291						13						22						98

																								　		　

				Adjusted				291				director training		13						20

												general

				Adjusted # of events				11						11						6

																		cumulative				# sessions (director training)						# session/persons

														13		塾 ジュク						2						13

														0		Boot						0						0

														0		企業 キギョウ						0						0

																個人 コジン						0

												director training		　														seminars

												FY2011		13								5						291

																						seminars

												cumulative total		13								7						304

																						total # sessions						total # session/persons





to Mar 2013

		

						Seminars						One-day director training programs, or similar programs						Private instruction/speeches, many of which fall in the category of　 啓蒙活動 ケイモウカツドウ								E-Learning new users

								人数 ジンスウ				- anyone can participate								人数 ジンスウ														66		boot + juku

				FYE 3-2013		1		32				12-May-12		12		boot		1		30		日米協会 ニチベイキョウカイ				59								0		companies

						2		13				23-Jun-12		8		boot		2		40		ＣＬＳＡ

						3		89				25-Sep-12		6		boot		3		8		企業研究会 キギョウケンキュウカイ

						4		23				16-Nov-12		6		boot		4		10		ＴＳＩ Ｉnternational **

						5		39				20-Feb-13		10		boot		5		2		ＮＴＴ Learning **		（1.5 hours x 12回） カイ										418

						6		19				3-Jul-12		9		塾 ジュク		6		8		事業創造大学大学院 ジギョウソウゾウダイガクダイガクイン

						7		63				3-Dec-12		10		塾 ジュク		7		30		一橋大学 ヒトバシダイガク

						8		16				7-Mar-13		5		塾 ジュク		8		4		ＮＴＴ Learning社員 シャイン		　　（not 啓蒙活動） ケイモウカツドウ

						9		15						11		sumida		9		13		無料体験 ムリョウタイケン

						10		40						9		S.P		10				　

						11		167										11

						12												12				** 間違った理解で収益事業として計上された。 マチガリカイシュウエキジギョウケイジョウ

						13												13

						14												14

						15												15				6		啓蒙 ケイモウ

																										　

				Total				516						86						167						59

																								　		　

				Adjusted				516				director training		91				Ａｄｊｕｓｔｅｄ		155				from prior year		98

												general + customized

																		cumulative		175				cumulative		157

				Adjusted # of events				11						11						6

				From prior years				291

																		cumulative				# sessions (dir. training)		cumulative		# session/persons		cumulative

				Cumulative				807				3		24		塾 ジュク		37				3		5		24		37

												5		42		Boot		42				5		5		42		42

												3		23		企業 キギョウ		23				3		3		23		23

														2		個人 コジン		2				2		2		2		2

												director training		　

												FY2011		13		塾 ジュク				Total		13		15		91		104

																						11		16		516		807

												cumulative director		104								seminars		# seminars		seminars

												all programs		113

																						24		31		607		911

																						total # sessions		total # sessions		total # session/persons		total # session/persons

																								cumulative

																						6		6		155		175

																						# speeches		# speeches		#speeches/person		#speeches/person





to Mar 2014 

				2013年度の実績 ネンドジッセキ						2014年3月31日現在 ネンガツニチゲンザイ

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム ヤクイン								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名) シンキシャメイマタコジンメイ		販売数 ハンバイスウ

								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ

				1		年金運用のガバナンス ネンキンウンヨウ		39				1		Boot Camp June 4th		11				1		Green Mondays		15				1		ＮＤＳ		11										70		boot +juku

				2		タイ王国法務省 オウコクホウムショウ		41				2		国際ガバナンス塾７月１日 コクサイジュクガツニチ		9				2		Roppongi Bar Association		25				2		坪山　尚史 ツボヤマナオフミ		1										43		companies

				3		三品先生 ミシナセンセイ		76				3		サトー Holdings		14				3		JP Morgan		80				3		坂本　佳世子		1

				4		竹内先生 タケウチセンセイ		21				4		Boot Camp  July 30th		10				4		JSSM		30				4		アンリツ		11

				5		D&O 保険 ホケン		21				5		Lexis Nexis		19				5		Dieter Haberl		1				5		堀井　達正		1

				6		ISS-石田様　（セミナー） イシダサマ		56				6		国際ガバナンス塾9月13日 コクサイジュクガツニチ		6				6		Waseda Exec. MBA		15				6		影浦　正一		1

				7		ESGとStewardship, CG コード		124				7		NTT Comm. (ガバナンス・遵守） ジュンシュ		20				7		T.R.		1				7		斉藤　佳男 サイトウヨシオ		1

				8		監査等委員会設置会社 カンサナドイインカイセッチカイシャ		27				8		Boot Camp October 11th		10				8		事業創造大学（二回） ジギョウソウゾウダイガクニカイ		30				8		ガバナンス塾参加者 ジュクサンカシャ		21

				9		監査等委員会設置会社 カンサナドイインカイセッチカイシャ		44				9		富士電機 - 09-28 フジデンキ		8				9		Waseda Exec. MBA		15				9		Boot Camp 参加者 サンカモノ		12

				10		監査役と監査委員会 (ACGA) カンサヤクカンサイインカイ		61				10		富士電機 - 11-26 フジデンキ		4				10		Hastingｓ Law School		40				10

				11								11		国際ガバナンス塾12月3日 コクサイジュクガツニチ		6				11		加藤様 カトウサマ		3				11

				12								12		Boot Camp Dec. 12th		10				12		ECOA Conference (Korea)		40				12

				13								13		富士電機 - 12-18 フジデンキ		15				13		同志社大学法科大学院 ドウシシャダイガクホウカダイガクイン		4				13

				14								14		富士電機 - 1-21 フジデンキ		4				14		ABMC Confernce 2013(大阪） オオサカ		30				14

				15								15		富士電機 - 2-18 フジデンキ		4				15		情報セキュリティ大学院大学 ジョウホウダイガクインダイガク		35				15																		NEB privately

				16								16		Boot Camp Feb. 20th		8				16		株式会社ハーモニーレジデンス		45				16																		日本経済再生本部金融調査会 ニホンケイザイサイセイホンブキンユウチョウサカイ		25

				17								17		富士電機 - 3-11 フジデンキ		9				17		German-Japan Association		25				17

				18								18		信越ポリマー シンエツ		11				18		JP Morgan Asset Management		8				18

				19								19		市光　３月２７日 イチヒカリガツニチ		9				19		ACGA		1				19

				合計 ゴウケイ				510								187		　						443								60

																						啓蒙（累計） ケイモウ		618						E-ラーニング（累計）		217

						前年度からの類型 ゼンネンドルイケイ		807						内、定期研修プログラムの人数 ウチテイキケンシュウジンスウ		70						累計 ルイケイ		618						累計 ルイケイ		217

														役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ		113		合計 ゴウケイ

						２０１１年からの累計 ネンルイケイ		1,317								21		塾 ジュク

																49		boot

																43		企業 キギョウ

																0		個人 コジン

																55		コンプライアンス

																19		その他

																70		boot + 塾 ジュク

																113		check all director training

																300		all

																55		compliance

														２０１４年度合計 ネンドゴウケイ		187		Comp.を含む フク

														前年度からの類型 ゼンネンドルイケイ		104		全てのプログラム スベ

														２０１１年からの累計 ネンルイケイ		291		全て スベ						セッション数 スウ								累計セッション数 ルイケイスウ						セッション人 ヒト				累計セッション人 ルイケイヒト

																217		役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ						11								26						113				217

																58		塾 ジュク		3				3								8						21				58

																91		boot		5				5								10						49				91

																66		企業 キギョウ		3				3								6						43				66

																2		個人 コジン						0								2						0				2

																55		コンプライアンス						7								7						55				55

														２０１１年からコンプライアンスの累計 ネンルイケイ		19		その他						1								1						19				19

														全ての累計-check スベルイケイ		291		コンプライアンスを含む フク						19		合計 ゴウケイ						34		合計 ゴウケイ				187		合計 ゴウケイ		291		合計 ゴウケイ

																								10								26						510				1,317

																								セミナー								セミナー						セミナー				セミナー

																								39								70						697				1,608		1608

																								セッション総数 ソウスウ								セッション総数 ソウスウ						セッション人総数 ヒトソウスウ				セッション人総数 ヒトソウスウ

																								19								25						443				618

																								講義・コーチング総数 コウギソウスウ								講義・コーチング総数 コウギソウスウ						講義・コーチング総数 コウギソウスウ				講義・コーチング総数 コウギソウスウ

				1		41,431						1		41,429						1								1								0

				2		41,466						2		41,456						2								2								0

				3		41,479						3		41,478						3								3								0

				4		41,514						4		41,485						4								4								0

				5		41,547						5		41,530						5								5								0

				6		41,577						6		41,541						6								6								0

				7		41,603						7		41,558						7								7								0

				8								8		41,575						8								8								0

				9								9		41,604						9								9								0

				10								10		41,611						10								10								0

				11								11		41,620						11								11								0

				12								12		41,626						12								12								0

				13								13		41,295						13								13								0

				14								14		41,323						14								14								0

				15								15		41,351						15								15								0

				16								16								16								16								0

				17								17								17								17								0

				19								19								19								19								0

				　

				　





to Mar 2015

				2014年度の実績 ネンドジッセキ

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム ヤクイン								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名) シンキシャメイマタコジンメイ		販売数 ハンバイスウ						Consulting

								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ

				1		コーポレート・ガバナンス・コード		136				1		富士電機 フジデンキ		8				1		ＢＷ		1				1		ガバナンス塾参加者 ジュクサンカシャ		33				1

				2		スチュワードシップ、エンゲージメント		45				2		English Financial Statements		9				2		日本経済再生本部金融調査会 ニホンケイザイサイセイホンブキンユウチョウサカイ		25				2		Boot Camp 参加者 サンカモノ		8				2

				3		取締役会はサイバー攻撃 9-30		22				3		富士電機 - 4-2 フジデンキ		2				3		UCLA Anderson School		11				3		森　豊 モリユタカ		1				3

				4		グローバル化する企業リスク -10-6		21				4		Director Boot Camp 4-4		6				4		Council of Inst. Investors - 5-7		60				4		Keith Richardson		1				4

				5		グローバル、コミュニケーション10-16		37				5		富士電機 - 4-2 フジデンキ		2				5		Matthews Asia  Board - 5-13		12				5		成澤　真 ナルサワマコト		1				5

				6		取締役会のためのM&A知識 11-14 トリシマリヤクカイ		35				6		富士電機 - 4-9 フジデンキ		2				6		HBS team - 6-23		3				6		ニチレイ		14				6

				7		CGコードの実施 03-06 ジッシ		120				7		富士電機 - 4-10 フジデンキ		1				7		CEO Insights Exec Group		9				7		BNPパリバ		7				7

				8								8		富士電機 - 4-15 フジデンキ		9				8		Chatham House　名古屋8-31 ナゴヤ		350				8		リロホールディング		30				8

				9								9		富士電機 - 5-20 フジデンキ		9				9		素敵女子会 ステキジョシカイ		19				9		小林　久一 コバヤシヒサカズ		1				9

				10								10		Prudential (corp. secretaries)		10				10		SGIM - CG Code and IR		26				10		桑江　曜子 クワエヨウコ		1				10

				11								11		Director Boot Camp 6-12		10				11		“シャイン・ウィークス”夕パネル		24				11		石内　啓範 イシウチヒロノリ		1				11

				12								12		富士電機 - 6-17 フジデンキ		6				12		金融庁検査局 キンユウチョウケンサキョク		10				12		大和証券 ダイワショウケン		21				12

				13								13		国際ガバナンス塾-6-30 コクサイジュク		8				13		慶応ＭＢＡ大学院 -10-2 ケイオウダイガクイン		40				13		セブン＆アイHldgs		15				13

				14								14		Director Boot Camp 7-8		6				14		ICGJ Speech		57				14		六興電気 ロッコウデンキ		5				14

				15								15		BNP Paribas -7-17		9				15		Symposium: CGとアベノミクス		90				15		トイザらス		5				15

				16								16		富士電機 - 7-24 フジデンキ		2				16		Japan In-House Counsel Net.		40				16		State Street		8				16

				17								17		富士電機 - 8-19 フジデンキ		1				17		Delphi Network		7				17		Others		15				17

				18								18		BNP Paribas -8-26		10				18		Aberdeen investment Mgt. Board		8				18								18

				19								19		Prudential Holdings　9-8		30				19		FIL and Fidelity Funds Board		17				19								19

				20								20		国際ガバナンス塾-9-10 コクサイジュク		7				20		東京都立橘高等学校 トウキョウトリツタチバナコウトウガッコウ		30				20								20

				21								21		富士電機 - 9-18 フジデンキ		1				21		Ernst & Young Interview		4				21								21

				22								22		　女性の国際役員塾-9-19		14				22		法政大学 ホウセイダイガク		24				22								22

				23								23		Director Boot Camp 10-10		10				23		東京大学グループAgents トウキョウダイガク		9				23								23

				24								24		富士電機 - 10-21 フジデンキ		2				24		Braincenter		20				24								24

				25								25		NTT Communications		22				25		Goldman Sachs国内機関投資家 コクナイキカントウシカ		19				25								25

				26								26		六興電気 ロクキョウデンキ		6				26		ＣPPIB		3				26								26

				27								27		7&I Holdiings		15				27		Baillie Gifford		1				27								27

				28								28		ToyS R Us - 11-13		5				28		Mizuho's investor - CDP		1				28								28

				29								29		大和証券　11-15 ダイワショウケン		21				29		Zebra会（藤嶋） カイフジシマ		9				29								29

				30								30		国際ガバナンス塾-11-20 コクサイジュク		8				30								30								30

				31								31		State Street		17				31								31								31

				32								32		Director Boot Camp 12-9		8				32								32								32

				33								33		富士電機 - 12-17 フジデンキ		5				33								33								33

				34								34		富士電機 - 12-25 フジデンキ		1				34								34								34

				35								35		富士電機 - 01-20 フジデンキ		5				35								35								35

				36								36		富士電機 - 02-17 フジデンキ		1				36								36								36

				37								37		国際ガバナンス塾-2-24 コクサイジュク		9

				38								38		Director Boot Camp 3-3		8

				39								39		富士電機 -         3-17 フジデンキ		6

				合計 ゴウケイ				416								311								929								167								0

																						啓蒙（累積） ケイモウルイセキ		1547						E-ラーニング（累積） ルイセキ		384

						前年度からの類型 ゼンネンドルイケイ		1,317						役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ		229		＜－		includes Advanced Financials (E)				1547				累積 ルイセキ				384				累積 ルイセキ

														塾 ジュク		46		＜－		5		courses given

						２０１１年からの累計 ネンルイケイ		1,733						Boot		48		＜－		6		courses given

														企業 キギョウ		126		＜－		10		courses given

														個人 コジン		0				check for all- but no double count BNP				302								役員研修ーw/o Advanced ヤクインケンシュウ						220

														Advanced Financials-E		9

														コンプライアンス		63

														その他 タ		10				includes Pru secretaries

																94		boot + 塾 ジュク

																229		check all director training

																302		all

																63		compliance

														２０１5年度合計 ネンドゴウケイ		302		コンプライアンスを含む フク

														前年度からの類型 ゼンネンドルイケイ		291		全てのプログラム スベ

														２０１１年からの累計 ネンルイケイ		593		全てのプログラム スベ						セッション数 スウ								累計セッション数 ルイケイスウ						セッション人 ヒト				累計セッション人 ルイケイヒト				Reported in email at end April 2015

																446		役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ						22								48						238				455

																104		塾 ジュク						5								13						46				104				前年度からの累計 ゼンネンドルイケイ		242

																139		boot						6								16						48				139						128		boot

																192		企業 キギョウ						10								16						135				201						81		塾 ジュク

																2		個人 コジン						0								2						0				2						64		企業 キギョウ

																9		Advanced Financials-E						1								1						9				9						2		個人 コジン

																118		コンプライアンス						17								24						63				118						0		Advanced and other

																29		その他						0								1						10				29

																						合計 ゴウケイ		39								73						311				602		602

												　		　										7								33						416				1,733				今年度末時点の累計 コンネンドマツジテンルイケイ		471

																								セミナー								セミナー						セミナー				セミナー						127		塾 ジュク

														全ての累計-check スベルイケイ		593		コンプライアンスを含む フク						46								116						727				2,335		2,335				176		boot

																								セッション総数 ソウスウ								セッション総数 ソウスウ						セッション人総数 ヒトソウスウ				セッション人総数 ヒトソウスウ						190		企業 キギョウ

																								29								99						929				1,547						2		個人 コジン

																								講義・コーチング総数 コウギソウスウ								講義・コーチング総数 コウギソウスウ						講義・コーチング総数 コウギソウスウ				講義・コーチング総数 コウギソウスウ						9		Advanced + other

				1		41,431						1		41,429						1								1								1

				2		41,466						2		41,456						2								2								2

				3		41,479						3		41,478						3								3								3

				4		41,514						4		41,485						4								4								4

				5		41,547						5		41,530						5								5								5

				6		41,577						6		41,541						6								6								6

				7		41,603						7		41,558						7								7								7

				8								8		41,575						8								8								8

				9								9		41,604						9								9								9

				10								10		41,611						10								10								10

				11								11		41,620						11								11								11

				12								12		41,626						12								12								12

				13								13		41,295						13								13								13

				14								14		41,323						14								14								14

				15								15		41,351						15								15								15

				16								16								16								16								16

				17								17								17								17								17

				19								19								19								19								19

				　

				　





to Mar 2016

				2015年度の実績 ネンドジッセキ

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム ヤクイン								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名) シンキシャメイマタコジンメイ		販売数 ハンバイスウ						Consulting

								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ																熟 ジュク		Boot				compliance		e-Learning

				1		ROE, ROEC, 資本効率セミナー シホンコウリツ		136				1		アイセイ薬局 ヤッキョク		9				1		DIJ Seminar-CG Code- Driver?		38				1		Relo Holdings 5-2015		7				1		東急建設 トウキュウケンセツ		2		sessions		42,108		2011		13								98

				2		BDTI/DIJ- Governance Training		36				2		富士電機-4-13 フジデンキ		15				2		CLSA lunch seminar		10				2		個人 コジン		2				2		LIXIL		17		multiple		42,108		2012		68		23						59

				3		CG コード勉強会-4-21 ベンキョウカイ		30				3		Boot Camp "Refresher" Course		8				3		HBS Study Group		8				3		マルイ		18				3		アイセイ薬局 ヤッキョク		5		sessions		42,110		2013		167		43				55		60

				4		CG コード勉強会-5-13 ベンキョウカイ		22				4		富士電機-4-17 フジデンキ		1				4		FIL (Fidelity)-CLSA		7				4		７＆i		12				4		高島 タカシマ		3		sessions		42,122		2014		103		126				63		167

				5		何のためのＣＧコード（グローバル化） ナンカ		44				5		BNP Paribas		14				5		Women Debutant Dinner		7				5		東急 トウキュウ		33				5		Ｊ－オイル		2		sessions		42,111		2015

				6		業績連動型報酬 ギョウセキレンドウガタホウシュウ		36				6		富士電機-5-12 フジデンキ		6				6		Oasis Capital		1				6		住友重機会工業 スミトモジュウキカイコウギョウ		3				6								42,144

				7		Braincenter 1-22-2016		8				7		国際ガバナンス塾-5-22 コクサイジュク		7				7		Torsten Spiegel		1				7		集合研修 シュウゴウケンシュウ		36				7								42,145				351		192				118		384

				8		独禁法 ドッキンホウ		28				8		Director Boot Camp 6-2		9				8		Columbia Business School 5-20		238				8								8								42,104

				9								9		Company O　海外赴任者 カイガイフニンシャ		12				9		Olver Ziehn, Linstock		2				9		ADD						9								42,142						543

				10								10		マルイグループ		18				10		Glen Wood - Goldman		1				10		ADD						10								42,151

				11								11		アイセイ薬局 ヤッキョク		5				11		Northern Cross		1				11								11								42,164

				12								12		富士電機-6-16 フジデンキ		8				12		Hexavest		1				12								12

				13								13		アイセイ薬局 ヤッキョク		8				13		OPERS -Carol Drake		1				13								13

				14								14		富士電機-7-22 フジデンキ		6				14		Greenlight Cap;ital		1				14								14

				15								15		セブン＆アイ-7-17		12				15		David Hale		1				15								15

				16								16		東急建設-8-3 トウキュウケンセツ		60				16		ニッセイ基礎研究所		11				16								16

				17								17		Director Boot Camp 8-27		10				17		JPMorgan Asset Mgt		8				17								17								1.1612903226

				18								18		国際ガバナンス塾-9-15 コクサイジュク		7				18		CI Fund		1				18								18

				19								19		富士電機-8-18 フジデンキ		2				19		Perry Capital		1				19								19								役員総数 ヤクインソウスウ

				20								20		Director Boot Camp 10-1		6				20		Walter Scott		2				20								20

				21								21		東急建設-役員研修　10-2 トウキュウケンセツヤクインケンシュウ		15				21		ＢＢＣ		1				21								21								東急建設 トウキュウケンセツ

				22								22		アイセイ薬局 ヤッキョク		7				22		NHK World News		1				22								22								LIXIL

				23								23		東急建設-役員研修　10-9 トウキュウケンセツヤクインケンシュウ		15				23		CNN		1				23								23								アイセイ薬局 ヤッキョク

				24								24		富士電機-10-16 フジデンキ		4				24		Richard Katz		1				24								24								高島 タカシマ

				25								25		女性塾-11-4 ジョセイジュク		10				25		Regents of UC		2				25								25

				26								26		アイセイ薬局-11-17 ヤッキョク		7				26		Mizuho Research Study Group		7				26								26

				27								27		富士電機-10-19 フジデンキ		4				27		Italy Central Bank		2				27								27

				28								28		富士電機-11-19 フジデンキ		1				28		Jonathan Alan		1				28								28

				29								29		NTT Communications-11-27		7				29		PGGM		2				29								29

				30								30		国際ガバナンス塾-11-30 コクサイジュク		7				30		Hermes EOS		1				30								30

				31								31		Director Boot Camp 12-8		10				31		Braincenter 8-28		9				31								31

				32								32		富士電機-12-16 フジデンキ		3				32		Goldman Sachs		12				32								32

				33								33		富士電機-12-18 フジデンキ		1				33		Mr. Boling 9-17		3				33								33

				34								34		富士電機-1-19-2016 フジデンキ		4				34		みずほ総研 -9-18 ソウケン		94				34								34

				35								35		Director Boot Camp 2-18-2016		9				35		Prudential Asia Group		100				35								35

				36								36		富士電機-2-19-2016 フジデンキ		3				36		Macquarie Securities		65				36								36

				37								37		国際ガバナンス塾-2-29-2016 コクサイジュク		8				37		女性塾 ジョセイジュク		11				37								37

				38								38		Ｊ－オイルミルズ		10				38		Fidelity Mgt. Research		15				38								38

				39								39		Director Boot Camp 3-17-2016		7				39		Morgan Stanley - 12-4		7				39								39

				40								40		富士電機-3-4-2016 フジデンキ		1				40		JACD - 12-10		111				40								40

				41								41		富士電機-3-15-2016 フジデンキ		8				41		金融庁検査局 キンユウチョウケンサキョク		10				41								41										NEXT YEAR

				42								42								42		METI 組織課 ソシキカ		3				42								42

				43								43								43		Colvin Melvin, Neil Gibson, JC Damerval		3				43								43										Standard?  Hope Int'l?

				44								44								44		Aberdeen Board		8				44								44										Additional 塾？ ジュク

				45								45								45		NBIM		1				45								45										Societe Generale ?

				46								46								46		ACGA		5				46								46										高島 タカシマ		8

				47								47								47		Global Students Group		6				47								47

				48								48								48		Isoyama, Katano		2				48								48										みずほ総研 ソウケン		60

				49								49								49		高島 タカシマ		8				49								49

				50								50								50		Deutche A&W		1				50								50

				51								51								51		滝本ゼミ タキモト		20				51								51

				52								52								52								52								52

				53								53								53								53								53

																																				54

				51								51								51								51

				合計 ゴウケイ				340						Including multiple sessions		364								854								111								29

														Attendees of multiple sesions		51

																						啓蒙（累積） ケイモウルイセキ		2401						E-ラーニング（累積） ルイセキ		495

						前年度からの類型 ゼンネンドルイケイ		1,733						役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ		236				inc Adv. Financials (E) and Refresher				2401				累積 ルイセキ				495				累積 ルイセキ				29		累積 ルイセキ

														塾 ジュク		39				4		courses given

						２０１１年からの累計 ネンルイケイ		2,073						Boot (inc refresher)		59				5		courses given

														企業 キギョウ		130				8		courses given　(does not count multiple)

														個人 コジン		0				check for all- but no double count				313

														Advanced Financials-E		0

														Boot Camp Refresher		8

														コンプライアンス		85

														その他 タ		0				includes XYZ

																98		boot + 塾 ジュク

																236		check all director training

																321		all

																85		compliance

														2016年度合計 ネンドゴウケイ		313		コンプライアンスを含む (not counting multiple sessions) フク

																228		コンプライアンスを含まない (not counting multiple sessions) フク

														前年度からの類型 ゼンネンドルイケイ		593		全てのプログラム スベ

														２０１１年からの累計 ネンルイケイ		906		全てのプログラム スベ						セッション数 スウ								累計セッション数 ルイケイスウ						セッション人 ヒト				累計セッション人 ルイケイヒト				Reported in email at end April 2015

																682		役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ						26								74						271				726

																143		塾 ジュク						5								18						39				143				前年度からの累計 ゼンネンドルイケイ		242

																190		boot (exclude refresher)						5								21						59				198						128		boot

																322		企業 キギョウ						15								31						165				366						81		塾 ジュク

																2		個人 コジン						0								2						0				2						64		企業 キギョウ

																9		Advanced Financials-E						0								1						0				9						2		個人 コジン

																8		Boot Camp Refresher						1								1						8				8						0		Advanced and other

																203		コンプライアンス						17								41						85				203

																29		その他						0								1						0				29

																						合計 ゴウケイ		43								116						356				958

														　																																今年度末時点の累計 コンネンドマツジテンルイケイ		471

																								8								41						340				2,073

																								セミナー								セミナー						セミナー				セミナー						127		塾 ジュク

														全ての累計-check スベルイケイ		906		コンプライアンスを含む フク						51								167						696				3,031		3,031				176		boot

																								セッション総数 ソウスウ								セッション総数 ソウスウ						セッション人総数 ヒトソウスウ				セッション人総数 ヒトソウスウ						190		企業 キギョウ

																								80								179						2430				3,977						2		個人 コジン

																								講義・コーチング総数 コウギソウスウ								講義・コーチング総数 コウギソウスウ						講義・コーチング総数 コウギソウスウ				講義・コーチング総数 コウギソウスウ						9		Advanced + other

																																						count consulting sessions as one person

				1		41,431						1		41,429						1								1								1

				2		41,466						2		41,456						2								2								2

				3		41,479						3		41,478						3								3								3

				4		41,514						4		41,485						4								4								4

				5		41,547						5		41,530						5								5								5

				6		41,577						6		41,541						6								6								6

				7		41,603						7		41,558						7								7								7

				8								8		41,575						8								8								8

				9								9		41,604						9								9								9

				10								10		41,611						10								10								10

				11								11		41,620						11								11								11

				12								12		41,626						12								12								12

				13								13		41,295						13								13								13

				14								14		41,323						14								14								14

				15								15		41,351						15								15								15

				16								16								16								16								16

				17								17								17								17								17

				19								19								19								19								19

				　

				　





to Mar 2017

				FY2016年度の実績 ネンドジッセキ

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム ヤクイン								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名) シンキシャメイマタコジンメイ		販売数 ハンバイスウ						Consulting

								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ																熟 ジュク		Boot				compliance		e-Learning

				1		対話の時代に、将来の総会 タイワジダイショウライソウカイ		35				1		富士電機-4-19 フジデンキ		12				1		年金綜合研究所坪野理事長		2				1		Relo		5				1		高島ー(ボード評価） タカシマヒョウカ		3		Sessions		42,108		2011		13								98

				2		役員と会計監査人Comm.		35				2		Director Boot Camp (Hope) 4-21		7				2		Sadayuki Horie		1				2		高島 タカシマ		8				2						　		42,108		2012		68		23						59

				3		TOBへの対応 タイオウ		23				3		高島-4-25 タカシマ		8				3		Hermes EOS Hans Hirt 4-4		1				3		Optorun		100				3						　		42,110		2013		167		43				55		60

				4		Chief Ethics Officer		34				4		富士電機-5-11 フジデンキ		9				4		Jon Buchanan 4-5		1				4		Seven & i Holdings (1)		12				4						　		42,122		2014		103		126				63		167

				5		Important Role of Training -9-26		7				5		Director Boot Camp 5-12		8				5		Jamie Allen 4-7		1				5		Boot Camp (Hope)		7				5						　		42,111		2015

				6		Cybersecurity Law 10-5		53				6		国際ガバナンス塾-5-31 コクサイジュク		7				6		Motley Fool 4-8		4				6		石塚 イシヅカ		1				6								42,144

				7		企業価値創造 キギョウカチソウゾウ		28				7		Optorun 6-2		13				7		Ken Siazon- Southwestern 4-12		1				7		Boot 5-21		8				7								42,145				351		192				118		384

				8		クラスアクション訴訟-1-23-2016 ソショウ		30				8		Seven & i Holdings (1)		12				8		Seth Fischer - Oasis Mgt 4-12		1				8		ガバナンス塾5-31 ジュク		7												42,104

				9		Metrical+サーチエンジン		45				9		富士電機-6-22 フジデンキ		6				9		Annalisa Barrett-Value Edge Advisors 4-14		1				9		HOYA		100		　										42,142						543

				10								10		Seven & i Holdings 6-30		9				10		Prof Tanimoto @ Waseda 4-18		2				10		Korn Ferry		20		　										42,151

				11								11		Director Boot Camp 7-14		10				11		Ann Maree Moodie 4 -20		1				11		三井住友FG ミツイスミトモ		332		+										42,164

				12								12		富士電機-7-12 フジデンキ		7				12		Mizuho Seminar 4-27		25										　

				13								13		国際ガバナンス塾 7-29		8				13		Prof. Takeuchi 5-9		2

				14								14		BNP Paribas 8-4		9				14		Multicultural Mgt Society 5-13		20

				15								15		富士電機-8-25 フジデンキ		1				15		Prof. Ono - Hitotsubashi ICS 5-17		1

				16								16		JAPEX - 9-7		30				16		Elliott  Advisors  5-18		1

				17								17		Director Boot Camp -SF-9-12		5				17		econvue, Lyric Hale 5-23		1

				18		　						18		富士電機-10-13 フジデンキ		9				18		Nomura Asset Mgt. 6-8		11

				19								19		国際ガバナンス塾-10-21 コクサイジュク		7				19		みずほ証券　7-7 ショウケン		44

				20								20		Director Boot Camp 10-27		9				20		Joe Haldane		1

				21								21		丸井-11-1 マルイ		18				21		MUFJ Trust		11

				22								22		Seven & i Holdings 11-4		14				22		Japan Society San Francisco		12

				23								23		富士電機-11-17 フジデンキ		5				23		Chicago Financial Forum		8

				24								24		NTT Communications 11-30		10				24		CII Chicago		120

				25								25		国際ガバナンス塾-12-8 コクサイジュク		7				25		Institutional Investors in Seattle		6

				26								26		富士電機-12-14 フジデンキ		2				26		Institutional Investors in SF		12

				27								27		Director Boot Camp 12-15		10				27		Institutional Investors etc. in LA		11

				28								28		三井住友ＦＧ-12-16 ミツイスミトモ		8				28		Institutional Investors in Chicago		2

				29								29		富士電機-1-17 フジデンキ		3				29		Quandt Family		1

				30								30		国際ガバナンス塾-2-7 コクサイジュク		7				30		Princeton Theological Seminary		1

				31								31		富士電機-2-15 フジデンキ		2				31		Robeco		3

				32								32		Director Boot Camp 2-17		10				32		ACGA Workshop		75

				33								33		国際ガバナンス塾-3-24 コクサイジュク		7				33		Wellington 11-8, 11-30		4

				34								34		小田急Engineering オダキュウ		11				34		GIC of Singapore 12-2		2

				35								35		富士電機-3-27 フジデンキ		11				35		Institutional Investors at Goldman		8

				36								36								36		CLSA Conference Japan		45

				37								37								37		CLSA Dinner + 個別mtgs コベツ		4

				38								38								38		HJG and friends		4

				合計 ゴウケイ				290						Including multiple sessions		311								451								600								3

														　

																						啓蒙（累積） ケイモウルイセキ		2852						E-ラーニング（累積） ルイセキ		1095

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンスプログラム ヤクイン										講義、コーチング、
その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning ユーザー								Consulting

						前年度から持ち越された累計 ゼンネンドモコルイケイ		2,073						役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ		244		(inc Adv. Financials (E) and Refresher)						2852				累積 ルイセキ				1095				累積 ルイセキ				32		累積 ルイセキ

														塾 ジュク		43		4		courses given																						sessions

						２０１１年からの累計 ネンルイケイ		2,363						Boot (inc refresher)		59		5		courses given

														企業 キギョウ		142		8		courses give (does not count multiple sessions)

														個人 コジン		0		check for all- but no double count						311

														Advanced Financials-E		0

														Boot Camp Refresher		0

														コンプライアンス		67

														その他 タ		0				includes XYZ

																102		boot + 塾 ジュク

																244		check all director training

																311		all

																67		compliance

														2017年度合計 ネンドゴウケイ		311		コンプライアンスを含む (not counting multiple sessions) フク

																244		コンプライアンスを含まない (not counting multiple sessions) フク

														前年度から持ち越されたの累計 ゼンネンドモコルイケイ		906		全てのプログラム スベ

														２０１１年からの累計 ネンルイケイ		1217		全てのプログラム スベ						セッション数 スウ								累計セッション数 ルイケイスウ						セッション人 ヒト				累計セッション人 ルイケイヒト				Reported in email at end April 2015

																926		役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ						25								99						244				970

																186		塾 ジュク						6								24						43				186				前年度からの累計 ゼンネンドルイケイ		242

														435		249		boot (exclude refresher)						7								28						59				257						128		boot

																464		企業 キギョウ						11								42						142				508						81		塾 ジュク

																2		個人 コジン						0								2						0				2						64		企業 キギョウ

																9		Advanced Financials-E						0								1						0				9						2		個人 コジン

																8		Boot Camp Refresher						1								2						0				8						0		Advanced and other

																270		コンプライアンス						17								58						67				270

														　		29		その他						0								1						0				29

																						合計 ゴウケイ		42								158						311				1269

																																														今年度末時点の累計 コンネンドマツジテンルイケイ		471

																								9								50						290				2,363

																								セミナー								セミナー						セミナー				セミナー						127		塾 ジュク

														全ての累計-check スベルイケイ		1217		コンプライアンスを含む フク						51								218						601				3,632		3,632				176		boot

																								セッション総数 ソウスウ								セッション総数 ソウスウ						セッション人総数 ヒトソウスウ				セッション人総数 ヒトソウスウ						190		企業 キギョウ

																								38								217						454				4,431						2		個人 コジン

																								講義・コーチング総数 コウギソウスウ								講義・コーチング総数 コウギソウスウ						講義・コーチング総数 コウギソウスウ				講義・コーチング総数 コウギソウスウ						9		Advanced + other

																																						count consulting sessions as one person

						グローバル人事制度 ジンジセイド								Aflac?																Dai-Ichi Life？

						家族系企業 CG カゾクケイキギョウ								Hoya?																本田技研工業？ ホンダギケンコウギョウ

						ESG (Sustainalytics)								Net One?

						年金ガバナンス関連 ネンキンカンレン								本田技研工業？ ホンダギケンコウギョウ





to Mar 2018

				FY2017年度の実績 ネンドジッセキ

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム ヤクイン								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名) シンキシャメイマタコジンメイ		販売数 ハンバイスウ						Consulting-type 
"teaching"

								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ												Sessions				塾 ジュク		Boot				compliance		e-Learning

				1		日本のファミリー企業		31				1		Director Boot Camp 4-20		4				1		Goldman Sachs　4/4		115				1		individuals		5				1		None						42,108		2011		13								98

				2		信頼回復 シンライカイフク		33				2		富士電機-4-25 フジデンキ		6				2		Class Action勉強 4/11 ベンキョウ		12				2		SMBC無制限 ムセイゲン		450		+		2						　		42,108		2012		68		23						59

				3		CG分析-updateセミナー　10/2		21				3		富士電機-5-16 フジデンキ		5				3		FCCJ presentation		45				3		第一生命無制限 ダイイチセイメイムセイゲン		50		+		3						　		42,110		2013		167		43				55		60

				4		不祥事 - 3-20 フショウジ		42				4		富士電機-6-20 フジデンキ		8				4		SEB		30				4		Relo Hldgs		6				4						　		42,122		2014		103		126				63		167

				5								5		TAC		10				5		Wyegela, Heimer; Hokugo; Okuno		4				5		Seven & i Holdings		31				5						　		42,111		2015

				6								6		Seven & i Holdings (1)		9				6		Andrew Pearse - The Future Fund		1				6		JMA日本能率協会 ニホンノウリツキョウカイ		5				6								42,144

				7		Planning stage						7		Seven & i Holdings (2)		14				7		CLSA - Investors in Europe		70				7		Imagica		20				7								42,145				351		192				118		384

				8								8		ガバナンス塾-5-18 ジュク		8				8		Fidelity Mgt. and Research		13				8		McDonalds Japan		30				8								42,104

				9		ESG (石井） イシイ						9		本田技研工業 ホンダギケンコウギョウ		8				9		GIC (Singapore)		2				9		Aflac		30		　		9								42,142						543

				10		中期計画など　(円谷） チュウキケイカクツムラヤ						10		ガバナンス塾-7-7 ジュク		6				10		Oppenheimer call		3				10		HOYA		30		　		10								42,151

				11		議案と議事録　？ ギアンギジロク						11		富士電機-7-19 フジデンキ		1				11		CLSA- Clients 9/6		9				11		Optorun		30		+		11								42,164

				12								12		Imagica Hldgs		7				12		Merrill Lynch 9/7/2017		25				12		本田技研工業 ホンダギケンコウギョウ		11		　		12

				13								13		ガバナンス塾-8-23 ジュク		6				13		MetLife (1) and (2)		2				13		NetOne		11				13

				14								14		富士電機-8-24 フジデンキ		3				14		Economist　Network 9/20		40

				15								15		JMA		16				15		JICN 9/21		30						ガバナンス塾 ジュク		80		---		---		as of  03/5/2018

				16								16		富士電機-9/12 フジデンキ		4				16		METI 10/6		6						Boot Camp		14		---		---		as of  03/5/2018

				17								17		Mr. H.		1				17		Sensato 10/12		1

				18		　						18		会計フォローアップ講座① カイケイコウザ		18				18		Goldman clients dinner 10/12		25

				19								19		Aflac #1		20				19		PFA 10/12		2

				20								20		会計フォローアップ講座② カイケイコウザ		17				20		METI  10/24		7

				21								21		McDonalds Japan		7				21		JIRA Speech		35

				22								22		BNP Paribas		8				22		CLSA - Investors in Tokyo 12/1		4

				23								23		NTT Comm		8				23		ERS of Texas 12-1		60

				24								24		Director Boot Camp 10-26		7				24		PCAOB in Washington DC 12-7		2

				25								25		ガバナンス塾-11-8 ジュク		7				25		CII in Washington DC 12-6		15

				26								26		富士電機-11/14 フジデンキ		3				26		CII members conference call 12-20		1

				27								27		Seven & i Holdings (3)		10				27		Makena Capital 12-6		1

				28								28		Aflac #2 11/29		13				28		Platinum Investment 12-15		1

				29								29		ガバナンス塾-12-22 ジュク		7				29		Hibikiu- Shimizu - 1-15		2

				30								30		HOYA - 12-20		9				30		Future Fund Australia 1-22		2

				31								31		Director Boot Camp 1-25		7				31		King Street Fund 1-30		5

				32								32		Net One Systems  1/24		11				32		ValueAct 1-31		2

				33								33		ガバナンス塾-2-15 ジュク		8				33		Nomura Asset 2-1		1

				34								34		TAC		16				34		Church Pension 2-5		1

				35								35		富士電機-2-20 フジデンキ		3				35		Mondrian 2-6		1

				36								36		富士電機-3-27 フジデンキ		16				36		Laborers’ International Union, N.A.		2

				37								37		ガバナンス塾-3-28 ジュク		8				37		Paradice Investments		1

				38								38		Healios		15				38		Aberdeen Standard		12

				合計 ゴウケイ				127						Including multiple sessions		334								590								803								0

														　

														富士電機-2-20 フジデンキ								啓蒙（累積） ケイモウルイセキ		3,442						E-ラーニング（累積） ルイセキ		1,898

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンスプログラム ヤクイン										講義、コーチング、
その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning ユーザー

						セミナー				0				役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動				0				E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名)		販売数		0				Consulting-type
"teaching"

																今年 コトシ

						前年度から持ち越された累計 ゼンネンドモコルイケイ		2,363						役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ		294		(inc Adv. Financials (E) and Refresher)						2991				累積 ルイセキ				1,898				累積 ルイセキ				32		累積 ルイセキ

														塾 ジュク		50		(		7		courses given)																				sessions

						２０１１年からの累計 ネンルイケイ		2,490						Boot (inc refresher)		27		(		4		courses given)

														企業 キギョウ		181		(		15		courses given　(does not count multiple sessions))

														個人 コジン		1		check for all- but no double count						343

														Advanced Financials		35

														Boot Camp Refresher		0

														コンプライアンス		49

														その他 タ		0

																77		boot + 塾 ジュク

																294		check all director training

																343		all

																49		compliance

														2018年度合計 ネンドゴウケイ		343		コンプライアンスを含む (not counting multiple sessions) フク

																294		コンプライアンスを含まない (not counting multiple sessions) フク

														前年度から持ち越されたの累計 ゼンネンドモコルイケイ		1,217		全てのプログラム スベ

														２０１１年からの累計 ネンルイケイ		1,560		全てのプログラム スベ

																1,220		役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ

																236		塾 ジュク

														512		276		boot (exclude refresher)

																645		企業 キギョウ

																3		個人 コジン

																44		Advanced Financials-E

																8		Boot Camp Refresher

																319		コンプライアンス

														　		29		その他

														全ての累計-check スベルイケイ		1560		コンプライアンスを含む フク

																								セッション数 スウ								累計セッション数 ルイケイスウ						セッション人 ヒト				累計セッション人 ルイケイヒト				Reported in email at end April 2015

																								25								99						294				1020

																								6								24						50				193				前年度からの累計 ゼンネンドルイケイ		242

																								7								28						27				225						128		boot

																								11								42						181				547						81		塾 ジュク

																								0								2						1				3						64		企業 キギョウ

																								0								1						35				44						2		個人 コジン

																								1								2						0				8						0		Advanced and other

																								17								58						49				252

																								0								1						0				29

																						合計 ゴウケイ		42								158						343				1301

																																														今年度末時点の累計 コンネンドマツジテンルイケイ		471

																								9								50						127				2,200

																								セミナー								セミナー						セミナー				セミナー						127		塾 ジュク

																								51								218						470				3,501		3,501				176		boot

																								セッション総数 ソウスウ								セッション総数 ソウスウ						セッション人総数 ヒトソウスウ				セッション人総数 ヒトソウスウ						190		企業 キギョウ

																								38								217						590				4,567						2		個人 コジン

																								講義・コーチング総数 コウギソウスウ								講義・コーチング総数 コウギソウスウ						講義・コーチング総数 コウギソウスウ				講義・コーチング総数 コウギソウスウ						9		Advanced + other

																																						count consulting sessions as one person

						グローバル人事制度 ジンジセイド								Aflac?

						家族系企業 CG カゾクケイキギョウ								Hoya?																本田技研工業？ ホンダギケンコウギョウ

						ESG (Sustainalytics)								Net One?

						年金ガバナンス関連 ネンキンカンレン								本田技研工業？ ホンダギケンコウギョウ





to Mar 2019

				FY2017年度の実績 ネンドジッセキ

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム ヤクイン								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名) シンキシャメイマタコジンメイ		販売数 ハンバイスウ						Consulting-type 
"teaching"

								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ								人数 ジンスウ												Sessions				塾 ジュク		Boot				compliance		e-Learning

				1		AI & ESG セミナー						1		State Street- 4/5		11				1		Gerry Curtis 4-4		1				1		individuals		5				1		None						42,108		2011		13								98

				2		中期計画 チュウキケイカク						2		Director Boot Camp 4-10		11				2		Rebecca Henderson		1				2		SMBC無制限 ムセイゲン		450		+		2						　		42,108		2012		68		23						59

				3								3		会計セミナー #1-4-23 カイケイ		16				3		CLSA Group 4-12		8				3		第一生命無制限 ダイイチセイメイムセイゲン		50		+		3						　		42,110		2013		167		43				55		60

				4								4		富士電機-4/24 フジデンキ		7				4		Cornwall 4-12		1				4		Relo Hldgs		6				4						　		42,122		2014		103		126				63		167

				5								5		会計セミナー #2-5-7 カイケイ		14				5		Alicia Ogawa 4-16		1				5		Seven & i Holdings		31				5						　		42,111		2015

				6								6								6		Church Pension-4-17		2				6		JMA日本能率協会 ニホンノウリツキョウカイ		5				6								42,144

				7		Planning stage						7								7		Cambridge Workshop-4-17		45				7		Imagica		20				7								42,145				351		192				118		384

				8		議案と議事録　？ ギアンギジロク						8								8		Nomura Capital Mkts Research-4-18		1				8		McDonalds Japan		30				8								42,104

				9		NASDAQ						9								9		Prudential - Women in Finance		60				9		Aflac		30		　		9								42,142						543

				10		　						10								10		Hitotsubashi - Professor Shishido		18				10		HOYA		30		　		10								42,151

				11								11								11								11		Optorun		30		+		11								42,164

				12								12		Seven & i Holdings (3)						12								12		本田技研工業 ホンダギケンコウギョウ		11		　		12

				13								13		ガバナンス塾-12-22 ジュク						13								13		NetOne		11				13

				14								14		HOYA - 12-20						14

				15								15		Net One Systems  1/24						15										ガバナンス塾 ジュク				---		---		as of  03/5/2019????

				16								16		富士電機-3-27 フジデンキ						16										Boot Camp				---		---		as of  03/5/2019????

				17								17		ガバナンス塾-3-28 ジュク						17

				18		　						18		Healios						18

				19								19								19

				20								20								20

				21								21								21

				22								22								22

				23								23								23

				24								24								24

				25								25								25

				26								26								26

				27								27								27

				28								28								28

				29								29								29

				30								30								30

				31								31								31

				32								32								32

				33								33								33

				34								34								34

				35								35								35

				36								36								36

				37								37								37

				38								38								38

				合計 ゴウケイ				0						Including multiple sessions		59								138								709								0

														　

														富士電機-2-20 フジデンキ								啓蒙（累積） ケイモウルイセキ		2,990						E-ラーニング（累積） ルイセキ		1,804

						セミナー								役員・ガバナンス・コンプライアンスプログラム ヤクイン										講義、コーチング、
その他の 啓蒙活動 コウギタケイモウカツドウ								E-Learning ユーザー

						セミナー				0				役員・ガバナンス・コンプライアンス　　　　　プログラム								講義、コーチング、その他の 啓蒙活動				0				E-Learning 新規ユーザー　(社名、又は個人名)		販売数		0				Consulting-type
"teaching"

																今年 コトシ

						前年度から持ち越された累計 ゼンネンドモコルイケイ		2,490						役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ		0		(inc Adv. Financials (E) and Refresher)						2539				累積 ルイセキ				2,607				累積 ルイセキ				32		累積 ルイセキ

														塾 ジュク		0		(		7		courses given)																				sessions

						２０１１年からの累計 ネンルイケイ		2,490						Boot (inc refresher)		0		(		4		courses given)

														企業 キギョウ		0		(		15		courses given　(does not count multiple sessions))

														個人 コジン		0		check for all- but no double count						0

														Advanced Financials		0

														Boot Camp Refresher		0

														コンプライアンス		0

														その他 タ		0

																0		boot + 塾 ジュク

																0		check all director training

																0		all

																0		compliance

														2018年度合計 ネンドゴウケイ		0		コンプライアンスを含む (not counting multiple sessions) フク

																0		コンプライアンスを含まない (not counting multiple sessions) フク

														前年度から持ち越されたの累計 ゼンネンドモコルイケイ		1,560		全てのプログラム スベ

														２０１１年からの累計 ネンルイケイ		1,560		全てのプログラム スベ

																1,220		役員研修合計 ヤクインケンシュウゴウケイ

																236		塾 ジュク

														512		276		boot (exclude refresher)

																645		企業 キギョウ

																3		個人 コジン

																44		Advanced Financials-E

																8		Boot Camp Refresher

																319		コンプライアンス

														　		29		その他

														全ての累計-check スベルイケイ		1560		コンプライアンスを含む フク

																								セッション数 スウ								累計セッション数 ルイケイスウ						セッション人 ヒト				累計セッション人 ルイケイヒト				Reported in email at end April 2015

																								25								99						0				726

																								6								24						0				143				前年度からの累計 ゼンネンドルイケイ		242

																								7								28						0				198						128		boot

																								11								42						0				366						81		塾 ジュク

																								0								2						0				2						64		企業 キギョウ

																								0								1						0				9						2		個人 コジン

																								1								2						0				8						0		Advanced and other

																								17								58						0				203

																								0								1						0				29

																						合計 ゴウケイ		42								158						0				958

																																														今年度末時点の累計 コンネンドマツジテンルイケイ		471

																								9								50						0				2,073

																								セミナー								セミナー						セミナー				セミナー						127		塾 ジュク

																								51								218						0				3,031		3,031				176		boot

																								セッション総数 ソウスウ								セッション総数 ソウスウ						セッション人総数 ヒトソウスウ				セッション人総数 ヒトソウスウ						190		企業 キギョウ

																								38								217						138				4,115						2		個人 コジン

																								講義・コーチング総数 コウギソウスウ								講義・コーチング総数 コウギソウスウ						講義・コーチング総数 コウギソウスウ				講義・コーチング総数 コウギソウスウ						9		Advanced + other

																																						count consulting sessions as one person

						グローバル人事制度 ジンジセイド								Aflac?

						家族系企業 CG カゾクケイキギョウ								Hoya?																本田技研工業？ ホンダギケンコウギョウ

						ESG (Sustainalytics)								Net One?

						年金ガバナンス関連 ネンキンカンレン								本田技研工業？ ホンダギケンコウギョウ





Graphs

		

																																						IRR of BDTI-Trained Companies *

																																						IRR of BDTI-Trained Companies

																																						IRR of TOPIX

				2015-2017																																								対象：個別企業向けの研修を受けて企業２１社。会社によって、複数回の研修を受けた、又は違うグループ(例：子会社の幹部）が研修を受けた。定期研修プログラムに受講生を送った企業を除く。

																								FY2017						FY2018

						FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018						cum						cum														＊期間中にIPOをした2社、政府系企業1社を除く。 キカンチュウシャセイフケイキギョウシャノゾ

				eラーニング		98		59		60		167		111		600		803				+		1095						1898

				コンプライアンス研修 ケンシュウ		0		0		55		63		85		67		49						270						319								IRR of BDTI-Trained Companies *		19.1%				Group analyzed: companies that received customized director training from BDTI during the period. Depending on the company, training was given several times, and/or with separate groups (e.g., the case where BDTOI gave training to the boards of major subsidiaries of large corporate groups. )

				個別企業役員研修 コベツキギョウヤクインケンシュウ		0		23		43		126		130		142		181				244		464		907		258		645								IRR of BDTI-Trained Companies		17.9%

				定期役員研修 テイキヤクインケンシュウ		13		66		70		94		98		102		77						443						520								IRR of TOPIX		15.4%				* Excluding two companies completed an IPO during the period, and one compnay where the Japanese government is a large shareholder.

																								FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018

						FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018				"Open" director training courses		3		3		5		4		7

				e-Learning		98		59		60		167		111		600		803				Director training for specific firms		3		3		10		8		15

				Compliance training		0		0		55		63		85		67		49				"Director Boot Camp" (English)		5		5		6		5		4

				Director training for specific firms		0		23		43		126		130		142		181				Total		11		11		21		17		26																												対象：個別企業向けの研修を受けて企業２１社。会社によって、複数回の研修を受けた、又は違うグループ(例：子会社の幹部）が研修を受けた。定期研修プログラムに受講生を送った企業を除く。

				"Open" director training courses		13		66		70		94		98		102		77

																																																												＊期間中にIPOをした2社、政府系企業1社を除く。 キカンチュウシャセイフケイキギョウシャノゾ

																																																												BDTI研修企業の株価IRR＊ ケンシュウキギョウカブカ		19.1%

																																																												BDTI研修企業の株価IRR ケンシュウキギョウカブカ		17.9%

																																																												TOPIXのIRR		15.4%

																								FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018								FY2013				FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018

																						定期役員研修 テイキヤクインケンシュウ		3		3		5		4		7								sumida 6807				サトー Holdings		富士電機 - 12-18 フジデンキ		富士電機 - 12-18 フジデンキ		富士電機 - 12-18 フジデンキ		富士電機 - 12-18 フジデンキ

																						個別企業役員研修* コベツキギョウヤクインケンシュウ		3		3		10		8		15												信越ポリマー シンエツ		7&I Holdiings		丸井group マルイ		高島-4-25		Seven & i Holdings (1)

																						Director Boot Camp		5		5		6		5		4												市光　３月２７日 イチヒカリガツニチ		大和証券　11-15 ダイワショウケン		7&I Holdiings		JAPEX		本田技研工業 ホンダギケンコウギョウ

																						合計 ゴウケイ		11		11		21		17		26												富士電機 - 12-18 フジデンキ				東急建設-8-3 トウキュウケンセツ		Optorun 6-2		Imagica Hldgs

																																																Ｊ－オイルミルズ		Seven & i Holdings		Aflac

																						*セミナーを除く。同一参加者で複数回の場合、一回と数える。																												丸井-11-1 マルイ		McDonalds

																																																		三井住友ＦＧ-12-16 ミツイスミトモ		HOYA

																																																				Net One

																																																				Healios

																																								Start in January

																																								FY2013 Jan		end 2013		end 2014		end 2015		end 2016		end 2017		10-Mar-18

																																						スミダ　 6817		531										1932		1653

																																						サトー Holdings 6287		1460										3425		3505

																																						信越ポリマー  7970 シンエツ		352										1274		1161

																																						市光　 7244 イチヒカリ		152										1130		1085

																																						富士電機   6504 フジデンキ		214										849		780

																																						セブン 3382		2782										4683		4375

																																						大和証券   8601 ダイワショウケン		531										706.9		681

																																						丸井グループ　8252		743										2063		1957

																																						東急建設    1720 トウキュウケンセツ		232										1098		1222

																																						Ｊ－オイルミルズ 2613		2902										3935		3675

																																						高島 8007		2790										2255		2229

																																						国際石油開発帝石  1605		1325										1409		1272

																																						オプトラン　6235										2436		2860		3880

				OLD CHARTS AND DATA - CORRECTED																																		SMFG　8316		3775										4868		4518

																																						本田技研工業   7267 ホンダギケンコウギョウ		3505										3862		3623

																																						イマジカ　6879		342										1175		1108

																								FY2017														アフラック  8686		4875										9830		9540

						FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018						cum														日本マクドナルド 2702		2562										4955		4670

				eラーニング		98		59		60		167		111		600						+		1095														HOYA  7741		1752										5628		5492

				コンプライアンス研修 ケンシュウ		0		0		55		63		85		67								270														ネットワンシステムズ  7518		822										1732		1469

				個別企業役員研修 コベツキギョウヤクインケンシュウ		0		23		43		126		130		142						244		464		907												ヘリオス  4593								1470				1939		1913

				定期役員研修 テイキヤクインケンシュウ		13		66		70		94		98		102								443																						Mid year June IPO

																																								調整後 チョウセイゴ								end of year 12-20

																																								monthly						-1470		0		0		0		1939		14%

																																								Jan end

																																								three year period !

																																																						no IPOs during period		no IPOs or govt held

																																								FY2013 Jan		end 2013		end 2014		end 2015		end 2016		10-Mar-18

																																				1		スミダ　 6817		-100		0		0		0		0		364		29%		29%		29%

																																				2		サトー Holdings 6287		-100		0		0		0		0		235		19%		19%		19%

																																				3		信越ポリマー  7970 シンエツ		-100		0		0		0		0		362		29%		29%		29%

																																				4		市光　 7244 イチヒカリ		-100		0		0		0		0		743		49%		49%		49%

																																				5		富士電機   6504 フジデンキ		-100		0		0		0		0		397		32%		32%		32%

																																				6		セブン 3382		-100		0		0		0		0		168		11%		11%		11%

																																				7		大和証券   8601 ダイワショウケン		-100		0		0		0		0		133		6%		6%		6%

																																				8		丸井グループ　8252		-100		0		0		0		0		278		23%		23%		23%

																																				9		東急建設    1720 トウキュウケンセツ		-100		0		0		0		0		473		36%		36%		36%

																																				10		Ｊ－オイルミルズ 2613		-100		0		0		0		0		136		6%		6%		6%

																																				11		高島 8007		-100		0		0		0		0		81		-4%		-4%		-4%

																																				12		国際石油開発帝石  1605		-100		0		0		0		0		106		1%		1%

																																				13		オプトラン　6235										-100		117		17%

																																				14		SMFG　8316		-100		0		0		0		0		129		5%		5%		5%

																																				15		本田技研工業   7267 ホンダギケンコウギョウ		-100		0		0		0		0		110		2%		2%		2%

																																				16		イマジカ　6879		-100		0		0		0		0		344		28%		28%		28%

																																				17		アフラック  8686		-100		0		0		0		0		202		15%		15%		15%

																																				18		日本マクドナルド 2702		-100		0		0		0		0		193		14%		14%		14%

																																				19		HOYA  7741		-100		0		0		0		0		321		26%		26%		26%

																								FY2017						2018						20		ネットワンシステムズ  7518		-100		0		0		0		0		211		16%		16%		16%

						FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018						cum						cum						21		ヘリオス  4593						-100		0		0		132		14%

				e-Learning		98		59		60		167		111		600								1095						0

				Compliance Training		0		0		55		63		85		67								270						0																				Average		17.9%		18.1%		19.1%

				Company Directorship		0		23		43		126		130		142						244		464		907		0		0		0																		Median		16.1%		16.1%		17.3%

				Standard Directorship		13		66		70		94		98		102								443						0								Nikkei 225 ETF		12,680										22,050

																																								-100		0		0		0		0		174		11.7%

																																						TOPIX 1000		888.51										1,818

																																								-100		0		0		0		0		205		15.4%

																																																										TOPIXの過去の推移 (終値ベース） カコスイイオワリネ

																																																																				2017"年"12"月"29"日"

																																																										年 ネン				年初		最高		月日		最低		月日		年(月）末 ツキ

																																																										昭24		(1949)		22.06		22.06		5/16		11.95		12/14		12.85

																																																										25		(1950)		12.66		13.24		8/21		9.59		7/ 3		11.57

																																																										26		(1951)		11.58		17.11		10/20		11.58		1/ 4		16.94

																																																										27		(1952)		17.09		33.55		11/22		17.07		1/ 8		33.35

																																																										28		(1953)		33.54		42.18		2/ 4		28.46		4/ 1		33.30

																																																										29		(1954)		32.19		33.22		1/11		26.79		11/13		30.27

																																																										30		(1955)		30.64		39.06		12/28		30.00		3/28		39.06

																																																										31		(1956)		39.40		52.95		12/ 6		38.81		1/25		51.21

																																																										32		(1957)		51.42		54.82		1/21		43.18		12/27		43.40

																																																										33		(1958)		43.48		60.95		12/27		43.48		1/ 4		60.95

																																																										34		(1959)		61.46		90.14		11/30		61.11		1/ 9		80.00

																																																										35		(1960)		79.46		112.53		11/15		79.46		1/ 4		109.18

																																																										36		(1961)		109.97		126.59		7/14		90.86		12/19		101.66

																																																										37		(1962)		101.34		111.45		2/14		83.39		10/30		99.67

																																																										38		(1963)		100.11		122.96		5/10		91.21		12/18		92.87

																																																										39		(1964)		91.61		103.77		7/ 3		87.94		11/11		90.68

						FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016																																												40		(1965)		91.30		105.68		12/28		81.29		7/15		105.68

				e-Learning		98		59		60		167		111						495																																						41		(1966)		106.49		114.51		3/24		105.21		1/19		111.41

				Compliance Training		0		0		55		63		78						196																																						42		(1967)		111.23		117.60		5/31		99.17		12/11		100.89

				Company Programs		0		23		43		126		138						330																																						43		(1968)		100.00		142.95		10/ 2		100.00		1/ 4		131.31

				Standard Directorship		13		68		167		103		61						412		742																																				44		(1969)		132.62		179.30		12/27		132.62		1/ 4		179.30

																																																										45		(1970)		182.63		185.70		4/ 8		147.08		12/ 9		148.35

														277																																												46		(1971)		149.02		209.00		8/14		148.05		1/ 6		199.45

																																																										47		(1972)		199.93		401.70		12/28		199.93		1/ 4		401.70

																																																										48		(1973)		403.92		422.48		1/24		284.69		12/18		306.44

																																																										49		(1974)		304.12		342.47		6/ 5		251.96		10/ 9		278.34

																																																										50		(1975)		276.04		333.11		7/ 2		268.24		1/10		323.43

																																																										51		(1976)		326.28		383.88		12/28		326.28		1/ 5		383.88

																																																										52		(1977)		384.14		390.93		9/29		350.49		11/24		364.08
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																																																										Copyright © 1996-2018 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.





Graphs

		



eラーニング

コンプライアンス研修

個別企業役員研修

定期役員研修

[]+

[]



Web Site Visits

		



e-Learning

Compliance Training

Company Directorship

Standard Directorship

[]



Sheet1

		



e-Learning

Compliance Training

Company Directorship

Standard Directorship



		



E-ラーニング

コンプライアンス

企業研修

定期役員研修プログラム



		



eラーニング

コンプライアンス研修

個別企業役員研修

定期役員研修

[]+

[]+

[]



		



定期役員研修

個別企業役員研修*

Director Boot Camp

合計

インタラクティブ研修の回数



		



BDTI研修企業の株価IRR＊

BDTI研修企業の株価IRR

TOPIXのIRR

BDTIの個別企業の研修を受けた会社の株価上昇率
（IRR FY2012-2018）



		



e-Learning

Compliance training

Director training for specific firms

"Open" director training courses

[]+

[]+

[]



		



"Open" director training courses

Director training for specific firms

"Director Boot Camp" (English)

Total

Interactive Training Courses

(Frequency)



		



IRR of BDTI-Trained Companies *

IRR of BDTI-Trained Companies

IRR of TOPIX

Share Price Performance of Companies that Received Customized Director Training from BDTI 
（IRR, FY2012- FY2018）



		

						Site unique visitors

						last month of FY		that entire FY

				to 3/31/2015		5,673		46,122

						77%		62%

				to 3/31/2014		3,210		28,389





		







5

Regulatory Momentum Continued Over the Past 18 
Months (Major examples. Some resulted from personal advocacy.)

 Revision of the Stewardship Code, generally requiring 
disclosure of voting

 MHLW policy to encourage corporate pension funds to sign 
Stewardship Code (also in draft revisions to CG Code)

 GPIF now refers directly to “corporate governance codes” in its 
proxy voting and stewardship policies 

 Ito Review 2.0; high-quality survey on CG practices by METI
 TSE now asks companies to disclose details of any ex-CEOs 

who hold “advisory” positions
 Revised Corporate Governance Code released. New CGC 

requires either nom/com committee or >50% INEDs
 Draft “Guidelines for Investor and Company Engagement”
 Draft Outline of amendments to Company Law

https://www.fsa.go.jp/en/refer/councils/stewardship/20170529/01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000155594.html
http://www.gpif.go.jp/en/stewardship_and_esg/pdf/stewardship_principles_and_proxy_voting_principles.pdf
http://www.meti.go.jp/english/press/2017/pdf/1026_003a.pdf
http://www.jpx.co.jp/english/news/1020/20170802-01.html
https://www.fsa.go.jp/en/news/2018/follow-up/20180330-1/03.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001252001.pdf
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“Productivity” （生産性）: Search Interest Over Time -
Japan, past five years (Google Trends) 

nbenes@bdti.or.jp

The Japanese government and public have realized that productivity 
enhancement, via corporate earnings increases and capital 
efficiency, are essential to Japan’s future economic growth and 
vitality.  See: “How Japan’s Corporate Governance Code Was Born”. 

https://bdti.or.jp/en/blog/en/cgcodejapanbirth/
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“ESG”: Search Interest Over Time -
Japan, past two years (Google Trends) 

nbenes@bdti.or.jp

Propelled by the Stewardship Code, the Corporate Governance 
Code, and the GPIF, ESG has gone mainstream in Japan. When 
BDTI was started in 2009, few people taking courses had ever heard 
of ESG when we taught about it.  Now, few have not heard of it.

http://www.gpif.go.jp/en/stewardship_and_esg/pdf/stewardship_principles_and_proxy_voting_principles.pdf


8

Internal Awareness is on the Rise: “Not Enough Board 
Discussion re Monitoring CEO, Succession Planning, Strategy”

8
METI Survey Report, Feb. 22, 2018, page 7. 

Monitoring of the 
CEO, and succession 
planning

Medium/long-term 
strategy

2017        2016

• This is the internal view(!), based on METI’s recent survey. (Most
respondents were the internal teams handling board affairs, the 
Japanese equivalent of a corporate secretary) 

Survey Question:  “Tell us about the topics/areas about which you think  
there is not enough debate.”

nbenes@bdti.or.jp
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Many Nominations, Compensation Committees Are Mainly 
“Cosmetic”…BUT, Already their Existence Correlates with 
Firm Performance. (And the new CGC requires either at least one of 
them, or a majority of INEDs on the board)

METI Survey Report, Feb. 22, 2018, pages 72, 73.  Correlation with ROA and Tobin7s q:  joint research by BDTI and METRICAL. 

Survey Question: “How frequently does your nominations or 
compensation committee meet?” (including legally “voluntary” committees) 

Once a year

Twice a year 

Three times a year

Four times a year

Five or more times / year

Once a month, or more

Meet when change CEO

Do not know

Other

Nominations committee Compensation committee

Once a year

Twice a year 

Three times a year

Four times a year

Five or more times / year

Once a month, or more

Only when need to

Do not know

Other2017 (red)      2016 (grey) 2017 (red)      
2016 (grey)

• More than half of committees only meet once or twice a year,... or less
• For about 55% of committees, a single meeting is usually “an hour or less” in length
• For 90% of committees, usual meeting time is less than two hours long
• Can this possibly be enough time to much else than “rubberstamp”? 
• Even so, positive correlation with ROA increase, at a statistically significant level 

nbenes@bdti.or.jp
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METI* Has Recognized The Importance 
of Director Training

“In order to instill and reform awareness at all 
levels of corporations, it is important to 
implement appropriate study and training 
about corporate governance by directors, 
senior executives, and managers, under the 
direction of the CEO and the senior managers 
responsible for corporate governance.” 

METI CGS Study Group report, 3/10/2017

nbenes@bdti.or.jp

* In addition to the FSA, which as part of the CGC, requires companies 
to disclose their policy about director training. 



11

A Survey by The Association of Corporate Legal 
Executives’ Revealed Huge Gaps in Board Training 

“The wording of Principle 4-14 of the CG Code [about director training] is expecting 
directors to fulfill a supervisory role as monitors. However, in the past, director 
training at Japanese listed companies did not emphasize increasing skills for this 
role… It is necessary to add this aspect, especially with regard to monitoring by 
outside directors…. In our survey, at only 53.9% of firms did executive directors 
receive training, and at only 28.9% or firms did outside directors receive 
training. We cannot escape the impression that implementation of training is low… It 
seems rare that directors have enough knowledge when first appointed…. At 50% of 
companies, the length of training was three hours or less.”

Of the firms that gave training, relatively small numbers of firms covered these topics:

Internal control: only  42.4% of respondent firms covered this topic
Compliance-related: only 16.2%  “ “
Risk/Crisis management: only 25.3% “ “
Corporate Governance Code: only  13.1% “ “
Finance and accounting: only 21.2% “ “
Corporate value and valuation: only 7.1% “ “ Report on Survey, February 2016

nbenes@bdti.or.jp

https://bit.ly/2GD3HtN
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But Training Budgets Are Easy to Cut. Investor Voices 
Are Needed. Director Training is Not Costly, and it is Cost-Effective 
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Source: Professor Tsutomu Miyagawa of Gakushuin University, “Abenomics and Productivity”, 2016「アベノミクスと生産性向上」（学習院大学経
済学部・教授宮川努）. Admittedly, a large portion of the decline is due to offshoring and the increase in temporary or contract labor.

Investment in Human Capital (of all types)
企業固有の人材形成の推移

nbenes@bdti.or.jp
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